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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。 
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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。JavaEE 開発モデルとスクリプト開発モデルの

どちらでも利用可能ですが、本書は、スクリプト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 財務会計・管理会計・経費購買・販売管理モジュール（FI・CO・MM・SD）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 財務会計・管理会計・経費購買・販

売管理モジュール（FI・CO・MM）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。 

 
■  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。

intra-mart WebPlatform/AppFramework Ver.6.0 および Ver.6.1 は Enterprise 版のみに含まれます。Ver.4.3.3 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。 

 
■ 本書で紹介する API は SAP R/3 4.6.c および SAP R/3 Enterprise で動作検証を行っております。その他の環

境では標準 BAPI の定義が異なる場合があるため、各業務向け API が正常に動作しない、またはすべての入出

力項目を設定・取得できない場合がございますので、予めご了承ください。 
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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 リアルタイム連携 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、以下の機能が提供されています。 

■ 財務会計業務向け API 

■ 経費購買向け API 

■ 管理会計業務向け API 

■ 販売管理業務向け API 

■ 汎用向け API 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  

BBAAPPII  

RRFFCC  

AApppplliiccaattiioonn  

RReeppoossiittoorryy 

汎汎用用向向けけ AAPPII 

財財務務・・管管理理会会計計業業務務向向けけ AAPPII

ＲＲＦＦＣＣ  LLiibb  

メソッド呼出し 

※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、2.1.7 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。

経経費費購購買買業業務務向向けけ AAPPII

販販売売業業務務向向けけ AAPPII 
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1.4 準備 
 

まず、 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 WebPlatform Ver.6.１ Enterprise 版が必要です。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 章から 4 章の各小節

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 3-2-2 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 3-3-2 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 3-4-2 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 3-5-2 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 3-6-2 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 3-7-2 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 3-8-2 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 3-9-2 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 3-10-2 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。 

チュートリアル 5-2-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

FI/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 

１件以上の会社コード、事業領域、プラント、保管場所、購買組織が存在する

こと。 

チュートリアル 5-3-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

FI/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 

１件以上の会社コード、事業領域、プラント、保管場所、購買組織、購買伝票

が存在すること。 

チュートリアル 5-4-2 im_sapapi.js ファイル内の PurchaseReleaseController のインスタンス生成の引

数の記述は、SAP R/3 の FI/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登録可

能な値に修正する。１件以上の承認グループ、承認コード、承認区分が存在

すること。 

チュートリアル 5-5-2 im_sapapi.js ファイル内の PurchaseResetReleaseController のインスタンス生

成の引数の記述は、SAP R/3 の FI/MM のカスタマイズの状況に合わせて、

登録可能な値に修正する。１件以上の承認グループ、承認コード、承認区分

が存在すること。 

チュートリアル 5-6-2 im_sapapi.js ファイル内の PurchaseGetItemSrelController のインスタンス生成

の引数の記述は、SAP R/3 の FI/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登

録可能な値に修正する。１件以上の承認グループ、承認コード、承認区分が

存在すること。 

チュートリアル 5-7-2 修正の必要なし。 

ただし、１件以上の品目コードが SAP R/3 上に存在することが望ましい。 

チュートリアル 5-8-2 im_sapapi.js ファイル内の SupplierExistenceCheckController のインスタンス

生成の引数の記述は、SAP R/3 の FI/MM のカスタマイズの状況に合わせ

て、参照可能な値に修正する。１件以上の仕入先コードが SAP R/3 上に存

在することが望ましい。 

チュートリアル 5-9-2 im_sapapi.js ファイル内の SupplierGetDetailController のインスタンス生成の

引数の記述は、SAP R/3 の FI/MM のカスタマイズの状況に合わせて、参照

可能な値に修正する。１件以上の仕入先コードが SAP R/3 上に存在するこ

と。 

チュートリアル 6-2-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 

１件以上の会社コード、事業領域、プラント、保管場所、購買組織が存在する

こと。 

チュートリアル 6-3-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、取得可能な値に修正する。 

プラント、保管場所、販売組織、流通チャネルを持つ品目コードを登録してお

くことが望ましい。 
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チュートリアル 6-4-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、取得可能な値に修正する。 

プラントの在庫を持つ品目コードを登録しておくことが望ましい。 

チュートリアル 6-5-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 

１件以上の移動タイプ、移動区分、購買発注番号が SAP R/3 上に存在する

ことが望ましい。 

チュートリアル 6-6-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、取得可能な値に修正する。 

１件以上の入出庫伝票が SAP R/3 上に存在することが望ましい。 

チュートリアル 6-7-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 

１件以上の品目コード、得意先コードが SAP R/3 上に存在することが望まし

い。 

チュートリアル 6-8-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 

１件以上の品目コード、得意先コード、品目在庫が SAP R/3 上に存在すること

が望ましい。 

チュートリアル 6-10-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、取得可能な値に修正する。 

１件以上の販売伝票が SAP R/3 上に存在することが望ましい。 

チュートリアル 6-11-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、取得可能な値に修正する。 

１件以上の販売伝票ステータスが SAP R/3 上に存在することが望ましい。 

チュートリアル 6-12-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、登録可能な値に修正する。 

１件以上の販売伝票が SAP R/3 上に存在することが望ましい。 

チュートリアル 6-13-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、取得可能な値に修正する。 

１件以上の請求伝票が SAP R/3 上に存在することが望ましい。 

チュートリアル 6-14-2 im_sapapi.js ファイル内の objCon.set・・・内の引数の記述は、SAP R/3 の

SD/MM のカスタマイズの状況に合わせて、取得可能な値に修正する。 

１件以上の請求伝票が SAP R/3 上に存在することが望ましい。 

チュートリアル 6-15-2 im_sapapi.js ファイル内の 
objCon = new StdMaterialGetIntNumberController("FERT", "1", "1"); 
の品目タイプ「"FERT"」および産業コード「"1"」(第 2 引数)は、存在する任意の

品目タイプおよび産業コードの値に修正する。 
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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 WebPlatform Ver.6.1 Enterprise 版】 

 
C:¥imart    ・・・Ver.6.1 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       ・・・各業務向け 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 

   └ src 
 └ 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 ダイレクト 

コネクション 
プール 

コネクション

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） 
（不要） ○ 

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） 

（不要） ○ 

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 

（不要） ○ 

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 
（不要） ○ 

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 

（不要） ○ 

 
※負荷分散環境では、jco.client.ashost、jco.client.sysnr の代わりに以下を使用します。 

 jco.client.mshost      接続先メッセージサーバ IP アドレス 

 jco.client.r3name      R/3 名称 

 jco.client.group       グループ ID 
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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。 

1.6.2.1 プールコネクションの場合 
 

 
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 

 

1.6.2.2 ダイレクトコネクションの場合 
 

 
jco.client.client=250 
jco.client.user=user001 
jco.client.passwd=pass001 
jco.client.lang=ja 
jco.client.ashost=erpsv01 
 

※ダイレクトコネクションを使用する場合、上記のようにダイレクトコネクションで使用する Key 項目のみを記載する

ようにしてください。プールコネクション用の Key 項目が含まれているとコネクションを正しく構築できない場合があ

ります。

IP アドレスの指定も可能です 
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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。 

 

 
#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。 
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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。 

 
jco.Client.client=250 
jco.client.user=user001 
jco.client.passwd=pass001 
・・・途中省略・・・ 

 

 

 

 

 
■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 

 

 

 
■「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・・・ 

 

○ client  ×Client

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。 

省略は不可

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 
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1.7 使用に際しての注意事項 
 
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 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 
 SAP R/3 4.6.c ※財務会計 API のみ 

 SAP R/3 Enterprise 

 intra-mart 

 WindowsXP 
 intra-mart WebPlatform Enterprise 版 

 SAP JCo 2.1.6 および SAP JCo 2.1.7 



 2 汎用向け API
 

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 13

 

 

2 汎用向け API 

2.1 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 】  各業務向け API のコア API としての機能 

たとえば、財務会計業務向け 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。財務会

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・MM モジュールに関する一部のデータをターゲットとした、財務・

管理会計業務、経費購買向け API が提供されています。ただし、案件によっては、HR、SD 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  

財財務務会会計計業業務務向向けけ AAPPII 等等  

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  

家家族族情情報報照照会会  

・
・ 
・ 
 

独自に作成した API

SAP R/3 

■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 

■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 
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2.2 汎用プロパティファイルの構成 

2.2.1 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。 

2.2.2 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 
 

2 commit 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。 
 

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

7 export.export.[parameter] 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。 
 

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

9 export.table.[parameter].[component] 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。 
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2.2.3 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 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。 

 

2.2.4 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プロ
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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（「2.3」参照）。BAPI の実行結果を確認し

たい時は、「2.3」に記述されているメソッド（No6,7,11,12）をご利用ください。 
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2.3 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

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 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第１引数あり）。引数で指定した汎用プロパティファイルの情報

を読込む。 

2 putImportParam() 
※第１、第２引数あり 

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。 
3 putStructParam() 

※第１～第３引数あり 

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。 
4 putTableParam() 

※第１～第４引数あり 

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）。 
5 executeBapi() BAPI を実行する。 

6 isSuccess() BAPI 実行が正常に行われたか判定する｡標準の設定では、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。 
7 getErrMessage() BAPI 実行時に発生したエラーメッセージを取得する。標準の設定では、

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。 
8 getMessage() BAPI 実行時に発生したメッセージを取得する。標準の設定では、Type 情報

が正常「S」 または 空文字の全ての「RETURN」パラメータのメッセージを連

結して返す。 
9 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。 

10 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。 
11 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。 

12 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。 

13 getReturn() 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。 
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2.4 サンプルプログラムによる作成例 

2.4.1 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。 

 
【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】 

「3.6.2」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。 
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2.4.2 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 
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2.4.3 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(); 
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 
     //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
  } 
 

//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 objResult; 
var strResult; 

 
//インスタンス生成 
objCon = new BapiController("sapapi_tutorial");    ・・・  説明１  

   
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){    ・・・  説明２  
     //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
} 

   
//import の設定（会社コード） 
objCon.putImportParam("imp_key1", request.link_key);    ・・・  説明３  

 
//BAPI 実行 
errObj =  objCon.executeBapi();    ・・・  説明４  
 
//要素[ERR_CODE]に何らかの値がセットされている場合 
if (errObj ["ERR_CODE"] != null) {    ・・・  説明５  

//エラー情報を出力する。 
Debug.browse(errObj); 

} else if ( ! objCon.isSuccess()) {    ・・・  説明６  
//BAPI エラーメッセージを出力する。 
Debug.browse(objCon.getErrMessage()); 

  } 
 

//structure の取得 
strResult = objCon.getStructureParam("COMPANYCODE_DETAIL");    ・・・  説明７  

 
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８
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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> 
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【説明１】 インスタンス生成 

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】 コンストラクタでのエラーチェック 

BapiController クラスのインスタンス生成時にエラーが発生する場合があります。 

例：プロパティファイルが存在しない、プロパティ名の指定方法に誤りがある等 

 
【説明３】 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４】 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５】 要素[ERR_CODE]に何らかの値がセットされている場合 

BAPI の実行時にエラーが発生した場合に ERR_CODE が返却されます。 

 
【説明６】 BAPI 実行の成功・失敗のチェック 

標準の設定では、BAPI 実行後に RETURN パラメータの TYPE 値を取得して、S（正常終了）または空文字以外

が１つでも存在している場合 false(失敗)、それ以外の場合 true(成功)が返却されます。(参照：付録 A) 

 
【説明７】 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８】 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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3 財務会計業務向け API 

3.1 財務会計業務向け API で使用する BAPI の定義について 
 
財務会計業務向け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、「2.2.2」～「2.2.4」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 管理領域 取得 API bapi_controllingarea_getlist.properties 

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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3.2 事業領域 取得 API 

3.2.1 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。 
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3.2.2 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  
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 
       //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
 } 

 
//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。 
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3.3 管理領域 取得 API 

3.3.1 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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3.3.2 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  
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 
       //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
 } 

 
//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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3.4 原価センタ 取得 API 

3.4.1 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 
※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

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。 
 

2 CostCenterController 
※第１、第 2 引数あり 

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。 
 

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。 
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3.4.2 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  
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 
       //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
 } 

 
//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。 
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3.5 利益センタ 取得 API 

3.5.1 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。 

 
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 
※第１、第 2 引数あり 

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。 
 

3 getProfitCenterList 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。 
 

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。 
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3.5.2 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  
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 
       //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
 } 

 
//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） ・・・ 



intra-mart SAP 連携モジュールチュートリアル

 

Page 52 Copyright 2000-2008 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

                 ・・・ （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。 
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3.6 会社 取得 API 

3.6.1 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 。

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。 
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3.6.2 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  
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 
       //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
 } 

 
//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。 
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3.7 G/L 勘定 取得 API 

3.7.1 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 
※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「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。 
 

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。 
 

 

 

 

3.7.2 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  
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 
       //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
 } 

 
//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。 
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3.8 銀行 取得 API 

3.8.1 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。 

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。 

 

3.8.2 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  
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 
       //エラーメッセージ出力 

Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
 } 

 
//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> 
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【説明１】 銀行取得 API のインスタンス生成 

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。 
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3.9 会計伝票 登録 API 

3.9.1 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 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。 

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() 
※第１引数あり 

伝票ヘッダの伝票の転記日付に引数の値を設定する。 

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 勘定明細の事業領域に第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 勘定明細の原価センタに第

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 勘定明細の指図番号に第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、G/L 勘定明細の WBS 要素に第

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、税明細の会計伝票明細番号に

第１引数の値を設定する。 

36 setTaGlAccount() 
※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。 
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No メソッド名 説明 

37 setTaTaxCode() 
※第１、第 2 引数あり 

第 2 引数で指定したレコード番号で、税明細の消費税コードに第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、明細通貨項目の会計伝票明細

番号に第１引数の値を設定する。 

39 setCuCurrency() 
※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。 

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。 
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3.9.2 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 errList = new Array(); 

    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(""); 

        objCon.setDocObjKey(""); 

        objCon.setDocUsername("ERP001"); 
        objCon.setDocHeaderTxt("イントラの伝票番号"); 

        objCon.setDocCompCode("1000"); 

        objCon.setDocAcDocNo(""); 

        objCon.setDocFiscYear("2006"); 

        objCon.setDocDocDate("20061205"); 

        objCon.setDocPstngDate("20061210"); 

        objCon.setDocFisPeriod("09"); 

        objCon.setDocDocType("AB"); 
        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); 

 
・・・ （次ページへ） ・・・ 

説明 2 
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・・・ （前ページより） ・・・ 

 

        objCon.setPaVendorNo("0000100011", 1); 

        objCon.setPaGlAccount("0000412100", 1); 

        objCon.setPaBlineDate("20061210", 1); 

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

        objCon.setPaItemText("高橋啓介", 1); 

 
   //G/L 勘定明細 table の各項目に値を設定 

        objCon.setGlItemnoAcc("0000000002", 1); 

        objCon.setGlGlAccount("0000823100", 1); 

        objCon.setGlCompCode("1000", 1); 

        objCon.setGlPstngDate("20061210", 1); 

        objCon.setGlDocType("AB", 1); 

        objCon.setGlFiscYear("2006", 1); 
        objCon.setGlRefKey1("取引参照キー", 1); 

        objCon.setGlItemText("費用勘定", 1); 

        objCon.setGlTaxCode("V1", 1); 
        objCon.setGlAllocNmbr("ソートキー", 1); 

        objCon.setGlBusArea("1200", 1); 

        objCon.setGlCostcenter("1220000000", 1); 

        objCon.setGlOrderid("000001000000", 1); 

        objCon.setGlWbsElement("100002", 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("-105000", 1); 

        objCon.setCuAmtBase("0", 1); 

 

        objCon.setCuItemnoAcc("0000000002", 2); 

        objCon.setCuCurrency("JPY", 2); 

        objCon.setCuAmtDoccur("100000", 2); 

        objCon.setCuAmtBase("0", 2); 

 

        objCon.setCuItemnoAcc("0000000003", 3); 

        objCon.setCuCurrency("JPY", 3); 

        objCon.setCuAmtDoccur("5000", 3); 

        objCon.setCuAmtBase("100000", 3); 

 
・・・ （次ページへ） ・・・ 

説明 3 
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・・・ （前ページより） ・・・ 

 
   //会計伝票の登録 

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

 
    //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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<%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> 

 
【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！ 

 

 

 

 

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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3.10 エラー処理の実装 

3.10.1 エラーオブジェクトの構成 
 

スクリプト開発モデルで 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 

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:  財務会計業務系システムエラー 

6:  財務会計業務系アプリケーションエラー 

7:  経費購買業務系システムエラー 

8:  経費購買業務系アプリケーションエラー 

9:  管理会計業務系システムエラー 

10: 管理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 
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補足：JavaEE 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 JavaEE 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 財務会計業務系システムエラー 

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

SAPPurchaseSystemException 経費購買業務系システムエラー 

SAPPurchaseAppException 経費購買業務系アプリケーションエラー 

SAPFinancialSystemException 管理会計業務系システムエラー 

SAPFinancialAppException 管理会計業務系アプリケーションエラー 

 
また、スクリプト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 スクリプト開発モデル JavaEE 開発モデル 
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 getErrMessage()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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3.10.2 サンプルプログラムによるエラー処理の実装例 
 
財務会計伝票登録APIの説明「3.9.2 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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4 経費購買向け API 

4.1 経費購買向け API で使用する BAPI の定義について 
 
経費購買向け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、「2.2.2」～「2.2.4」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 購買伝票 登録 API bapi_po_create1.properties 

2 購買伝票 更新 API bapi_po_change.properties 

3 伝票 承認 API bapi_po_release.properties 

4 伝票 承認取消 API bapi_po_reset_release.properties 

5 伝票承認対象一覧 取得 API bapi_po_getitemsrel.properties 

6 品目コード 検索 API bapi_material_getlist.properties 

7 仕入先コード  
存在チェック API 

bapi_vendor_existencecheck.properties 

8 仕入先マスタ 詳細照会 API bapi_ vendor_getdetail.properties 



 4 経費購買向け API
 

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 85

 

 

4.2 購買伝票 登録 API 

4.2.1 PurchaseOrderPayPostController 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 上から購買伝票を登録する API が提供されています。購買伝票を

登録するためには、PurchaseOrderPayPostController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。

PurchaseOrderPayPostController 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。 

※購買伝票登録用 BAPI（BAPI_PO_CREATE1）の項目すべてにおいて登録が可能です。 

  サンプルプログラムでは、必要 低限の項目について登録しています。 

 
No メソッド名 説明 

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

2 setStrParam 
※第１～3 引数あり 

構造型の各項目に値を設定する。第一引数に structure 名、 
第二引数に項目名、第三引数に値を設定する。 

3 setTblParam 
※第１～4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。 第一引数にテーブル名、 
第二引数に項目名、第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定 
する。 

4 executeBapi Ｎｏ.2～11 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。 

5 getPoNumber 伝票登録後の購買伝票番号を取得する。 

6 getDocumentHeader 伝票登録後の伝票ヘッダの結果を取得する。 

7 getExportHeader 伝票登録後の貿易管理ヘッダの結果を取得する。 

8 getExtensionList 伝票登録後の得意先拡張項目の結果を取得する。 

9 getAllVersionsList 伝票登録後の全バージョンの結果を取得する。 
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4.2.2 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/tutorial4-2-2/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> 
        SAP R/3リアルタイム連携API チュートリアル（購買発注業務向けAPI）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        ◆購買伝票登録<BR> 
     <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial4-2-2/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/tutorial4-2-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
    var objCon; 
    var objResult; 

var header; 
 var expoHeader; 
 var extension; 
 var allVersion; 
 

//インスタンス生成 
objCon = new PurchaseOrderPayPostController ();   ・・・ 説明１  

 
//伝票ヘッダの structure の各項目に値を設定 
 objCon.setStrParam("PurchaseHeaderPost","DOC_TYPE","NB"); 
 objCon.setStrParam("PurchaseHeaderPost","VENDOR","0000100001"); 
 objCon.setStrParam("PurchaseHeaderPost","PMNTTRMS","0001"); 
 objCon.setStrParam("PurchaseHeaderPost","PURCH_ORG","0830"); 
 objCon.setStrParam("PurchaseHeaderPost","PUR_GROUP","083"); 
 objCon.setStrParam("PurchaseHeaderPost","CURRENCY","JPY"); 
 
//伝票明細 table の各項目に値を設定  
objCon.setTblParam("PurchaseItemPost","PO_ITEM","00010",1); 
objCon.setTblParam("PurchaseItemPost","MATERIAL","000000000000000017",1);    
objCon.setTblParam("PurchaseItemPost","PLANT","5400",1);    
objCon.setTblParam("PurchaseItemPost","STGE_LOC","5411",1); 
objCon.setTblParam("PurchaseItemPost","QUANTITY","3",1); 
objCon.setTblParam("PurchaseItemPost","NET_PRICE","4500",1); 
objCon.setTblParam("PurchaseItemPost","TAX_CODE","V1",1); 
objCon.setTblParam("PurchaseItemPost","ACCTASSCAT","K",1); 
 
    ・・・ （次ページへ） ・・・ 

 

説明 3 

説明 2 
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・・・ （前ページより） ・・・ 

 
//勘定設定 table の各項目に値を設定 
objCon.setTblParam("PurchaseAccount","PO_ITEM","00010",1); 
objCon.setTblParam("PurchaseAccount","SERIAL_NO","01",1); 
objCon.setTblParam("PurchaseAccount","COSTCENTER","0000005311",1); 
 
//購買伝票の登録 
objResult =  objCon.executeBapi();   ・・・ 説明 4 
 
//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。 
Dbug.browse(objResult); 

} 
 
//受け取った結果をグローバル領域に保存 
//購買伝票番号 
Client.set("po_number", objCon.getPoNumber()); ・・・ 説明 5 
 
//伝票ヘッダ 
header = objCon.getDocumentHeader(); ・・・ 説明 6 
Client.set("CompCode",header.COMP_CODE); 
Client.set("DocType",header.DOC_TYPE); 
Client.set("Status",header.STATUS); 
Client.set("CreateDate",header.CREAT_DATE); 
Client.set("CreateBy",header.CREATED_BY); 
Client.set("Vendor",header.VENDOR); 
Client.set("Pmnttrms",header.PMNTTRMS); 
Client.set("PurchOrg",header.PURCH_ORG); 
Client.set("PurGroup",header.PUR_GROUP); 
Client.set("Currency",header.CURRENCY); 
Client.set("DocDate",header.DOC_DATE); 
Client.set("PoRelInd",header.PO_REL_IND); 
Client.set("RelStatus",header.REL_STATUS); 
 
//貿易管理ヘッダ 
expoHeader = objCon.getExportHeader(); 
Client.set("TransportMode",expoHeader.TRANSPORT_MODE); 
Client.set("Tcustoms",expoHeader.CUSTOMS); 
 
//拡張得意先項目一覧 
extension = objCon.getExtensionList(); ・・・ 説明７ 
Client.set("extension", extension); 
 
//全バージョン一覧 
allVersion = objCon.getAllVersionsList(); 
Client.set("allVersion", allVersion); 
 

} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-2-2/result.js 

 
//■伝票番号 
var strPo_number; 
//■ヘッダデータ 
var strCompCode; 
var strDocType; 
var strStatus 
var strCreateDate 
var strCreateBy 
var strVendor 
var strPmnttrms 
var strPurchOrg 
var strPurGroup 
var strCurrency 
var strDocDate 
var strPoRelInd 
var strRelStatus 
//■貿易管理ヘッダ 
var strTransportMode; 
var strTcustoms; 
//■拡張得意先項目一覧 
var extensionList; 
var extensionCount; 
//■全バージョン一覧 
var allVersionList; 
var allVersionCount; 
 
function init(request) 
{ 

//オブジェクトを取得 
//伝票番号 
strPo_number = Client.get("po_number"); 
//伝票ヘッダ 
strCompCode = Client.get("CompCode"); 
strDocType = Client.get("DocType"); 
strStatus = Client.get("Status"); 
strCreateDate = Client.get("CreateDate"); 
strCreateBy = Client.get("CreateBy"); 
strVendor = Client.get("Vendor"); 
strPmnttrms = Client.get("Pmnttrms"); 
strPurchOrg = Client.get("PurchOrg"); 
strPurGroup = Client.get("PurGroup"); 
strCurrency = Client.get("Currency"); 
strDocDatet = Client.get("DocDate"); 
strPoRelInd = Client.get("PoRelInd"); 
strRelStatus = Client.get("RelStatus"); 
//貿易管理ヘッダ 
strTransportMode = Client.get("TransportMode"); 
strTcustoms = Client.get("Tcustoms"); 

 
//得意先独自の項目 
extensionList  = Client.get("extension"); 
extensionCount = extensionList.length; 

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

  
//全バージョン 
allVersionList  = Client.get("allVersion"); 
allVersionCount = allVersionList.length; 

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-2-2/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> 
<B>購買伝票の登録に成功しました</B><BR> 
<BR> 
<TABLE border=1 cellspacing=1 > 

<TR><TH >伝票番号</TH><TD><IMART type="string" value = strPo_number></IMART></TD> 
</TR> 
</TABLE> 

<BR> 
■ヘッダデータ<BR> 
<TABLE border=1 cellspacing=1 > 

<TR><TH >会社<BR>コード</TH> 
<TH >伝票<BR>タイプ</TH> 
<TH >購買伝票の<BR>ステータス</TH> 
<TH >レコード<BR>登録日</TH> 
<TH >オブジェクト<BR>登録者名</TH> 
<TH >仕入先<BR>勘定コード</TH> 
<TH >支払条件<BR>キー</TH> 
<TH >購買<BR>組織</TH> 
<TH >購買<BR>グループ</TH> 
<TH >通貨<BR>コード</TH> 
<TH >購買伝票<BR>日付</TH> 
<TH >承認<BR>区分</TH> 
<TH >承認<BR>状況</TH> 

</TR> 
<TR> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strCompCode><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strCompCode></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strDocType><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strDocType></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strStatus><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strStatus></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strCreateDate><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strCreateDate></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strCreateBy><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strCreateBy></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strVendor><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strVendor></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strPmnttrms><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strPmnttrms></IMART></TD> 

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

<TD><IMART type="decision" case="" value=strPurchOrg><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strPurchOrg></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strPurGroup><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strPurGroup></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strCurrency><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strCurrency></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strDocDatet><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strDocDatet></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strPoRelInd><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strPoRelInd></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strRelStatus><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strRelStatus></IMART></TD> 

</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
■貿易管理ヘッダデータ<BR> 
<TABLE border=1 cellspacing=1> 
<TR><TH >貿易管理の<BR>輸送モード</TH> 

<TH >税関<BR>税関 (出国時)</TH> 
</TR> 
<TR> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strTransportMode><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strTransportMode></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=strTcustoms><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = strTcustoms></IMART></TD> 

</TR> 
</TABLE> 
<BR> 
■拡張得意先項目データ一覧(<IMART type="string" value=extensionCount></IMART>件)<BR> 
<TABLE border=1 cellspacing=1> 
<IMART type="repeat" list=extensionList item="record" index="idx"> 
<TR> 

<TH>No.</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = idx></IMART></TD>    
<TH>BAPI テーブル拡張の構造名</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.STRUCTURE><BR></IMART> 

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

<TH>BAPI 拡張パラメータのデータ部分 1</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.VALUEPART1><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.VALUEPART1></IMART></TD> 
<TH>BAPI 拡張パラメータのデータ部分 2</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.VALUEPART2><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.VALUEPART2></IMART></TD> 
<TH>BAPI 拡張パラメータのデータ部分 3</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.VALUEPART3><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.VALUEPART3></IMART></TD> 
<TH>BAPI 拡張パラメータのデータ部分 4</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.VALUEPART4><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.VALUEPART4></IMART></TD> 
 
・・・ (次ページへ） ・・・ 
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・・・ (前ページより） ・・・ 
 
</TR> 
</IMART type="repeat"> 
</TABLE> 
<BR> 
■ 全バージョンデータ一覧(<IMART type="string" value=allVersionCount></IMART>件)<BR> 
<TABLE border=1 cellspacing=1> 
<IMART type="repeat" list=allVersionList item="record" index="idx"> 
<TR> 

<TH>No.</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = idx></IMART></TD>   
<TH>購買伝票カテゴリ</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_TYPE><BR></IMART> 

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

<TH>オブジェクト登録者名</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.CREATED_BY><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.CREATED_BY></IMART></TD> 
<TH>レコード登録日</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.CR_ON><BR></IMART> 

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

<TH>登録時刻</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.REC_TIME><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.REC_TIME></IMART></TD> 
<TH>承認者名</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.RELEASED_BY><BR></IMART> 

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

<TH>承認日</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.RELEASE_DATE><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.RELEASE_DATE></IMART></TD> 
<TH>承認時刻</TH> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.RELEASE_TIME><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.RELEASE_TIME></IMART></TD> 
</TR> 
</IMART type="repeat"> 
</TABLE> 

<BR></BODY> 
</HTML> 
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【説明１】 購買伝票登録 API のインスタンス生成 

PurchaseOrderPayPostController 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、

購買伝票登録 BAPI（BAPI_PO_CREATE1）の import 型の import、structure、table パラメータに値を設定 

することができます。 

 
【説明 2】 structure の各項目に値を設定 

structure パラメータの項目に値を設定する場合は、setStrParam メソッドを使用します。第一引数の structure 

名称は固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属

性の項目名称を設定してください。structure 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値を設定します。購買伝票登録 BAPI（BAPI_PO_CREATE1）の import 型の structure パラメータには

変更ツールバーが存在しますが、各項目に値を設定することにより、購買伝票登録 API の内部で変更ツールバ

ーの各項目にフラグを設定します。 

 

 

 
【説明 3】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。購買伝票登録 BAPI（BAPI_PO_CREATE1）の import 型

の talbe パラメータには変更ツールバーが存在しますが、各項目に値を設定することにより、購買伝票登録 API の

内部で変更ツールバーの各項目にフラグを設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

POITEM 明細データ PurchaseItemPost 

POADDRDELIVERY 入荷伝票のアドレス DeliveryAddress 

POSCHEDULE 納入日程 PurchaseSchedule 

POACCOUNT 勘定設定項目 PurchaseAccount 

POACCOUNTPROFITSEGMENT 入出庫予定イベントオブジェクト ProfitSegment 

POCONDHEADER 条件 (ヘッダ) CondHeader 

POCOND 条件 (明細) CondItem 

POLIMITS 外注サービス: 制限 Limits 

POCONTRACTLIMITS 外注サービス: 基本契約制限 ContractLimits 

POSERVICES 外注サービス: サービス行 ContractService 

POSRVACCESSVALUES 外注サービス: サービス行の勘定設定 ContractServiceAccount 

POSERVICESTEXT 外注サービス: サービステキスト (長) ContractServiceText 

EXTENSIONIN 得意先独自の項目  Extension 

POEXPIMPITEM 貿易管理: 明細データ ExportItem 

POTEXTHEADER ヘッダテキスト HeaderText 

POTEXTITEM 明細テキスト ItemText 

 

SAP R/3 structure セットする固定名称 

POHEADER 伝票ヘッダ PurchaseOrderPayPost 

POADDRVENDOR 仕入先住所 VendorAddress 

POEXPIMPHEADER 貿易管理: ヘッダデータ ExportHeader 

VERSIONS バージョン管理 Versions 
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【説明４】 購買伝票の登録 

PurchaseOrderPayPostController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値が SAP R/3 

上に購買伝票データとして登録されます。登録が成功した場合には、購買伝票登録 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には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

成功・失敗の基準は、購買伝票登録用 BAPI（BAPI_PO_CREATE1）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。 

 
【説明 5】 購買伝票番号を取得 

PurchaseOrderPayPostController クラスの getPoNumber メソッドを使用すると、登録された購買伝票の伝票番号を

取得することが可能です。 

 
【説明 6】 structure データを取得 

伝票ヘッダ、貿易管理ヘッダについては、PurchaseOrderPayPostController クラスの execute メソッドを実行すると 

購買伝票登録 API の内部で自動的に登録結果を取得します。 

伝票ヘッダは getDocumentHeader メソッド、貿易管理ヘッダは getExportHeader メソッドで取得が可能です。 

その他の structure については、入力設定した項目について取得が可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
【説明 7】 table データを取得 

得意先独自の項目、全バージョンについては、PurchaseOrderPayPostController クラスの execute メソッドを実行す

ると購買伝票登録 API の内部で自動的に登録結果を取得します。 

得意先独自の項目は getExtensionList メソッド、全バージョンは getAllVersionsList メソッドで取得が可能です。 

その他の table については、入力設定した項目について取得が可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、前バージョンの登録結果が取得されていますが、理解しやすいように

SAP R/3 のカスタマイズにより、バージョン管理をしている為です。SAP R/3 標準では該当データが存在

しません。 
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4.3 購買伝票 更新 API 

4.3.1 PurchaseOrderPostChangeController 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 上から購買伝票を更新する API が提供されています。購買伝票を

更新するためには、PurchaseOrderPostChangeController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。

PurchaseOrderPostChangeController 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。 

※購買伝票登録用 BAPI（BAPI_PO_CHANGE）の項目すべてにおいて更新が可能です。 

 
No メソッド名 説明 

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

2 setPoNumber 更新する購買伝票番号を設定する。 

3 setStrParam 
※第１～3 引数あり 

構造型の各項目に値を設定する。第一引数に structure 名、 
第二引数に項目名、第三引数に値を設定する。 

4 setTblParam 
※第１～4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。 第一引数にテーブル名、 
第二引数に項目名、第三引数に値、第四引数にレコード番号を設 
する。 

5 executeBapi Ｎｏ.2～4 のメソッドで設定した値を、接続先の SAP R/3 に更新する。

更新に失敗した場合、更新処理はロールバックされる。 

6 getDocumentHeader 伝票更新後の伝票ヘッダの結果を取得する。 

7 getExportHeader 伝票更新後の貿易管理ヘッダの結果を取得する。 

8 getExtensionList 伝票更新後の得意先拡張項目の結果を取得する。 

9 getAllVersionsList 伝票更新後の全バージョンの結果を取得する。 
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4.3.2 サンプルプログラムによる使用例 
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（変更前） 

 

  
 

 
                    （変更後） 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-3-2/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> 
        SAP R/3リアルタイム連携API チュートリアル（購買発注業務向けAPI）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        ◆購買伝票更新<BR> 
     <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial4-3-2/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/tutorial4-3-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
    var objCon; 
    var objResult; 

var header; 
 var expoHeader; 
 var extension; 
 var allVersion; 
 

//インスタンス生成 
objCon = new PurchaseOrderPostChangeController ();   ・・・ 説明１  

  
  //購買伝票番号 import を設定 
  objCon.setPoNumber("4500000480"); ・・・ 説明 2 
 

//伝票ヘッダの支払条件キーに値を設定 
objCon.setStrParam("PurchaseHeaderPost","PMNTTRMS","0002"); ・・・ 説明 3 
 
//購買伝票の更新 
objResult =  objCon.executeBapi();   ・・・ 説明 4 
 
//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。 
Dbug.browse(objResult); 

} 
 
//購買伝票番号 
Client.set("po_number", objCon.getPoNumber());  
 
    ・・・ （次ページへ） ・・・ 
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・・・ （前ページより） ・・・ 

//受け取った結果をグローバル領域に保存 
//伝票ヘッダ 
header = objCon.getDocumentHeader(); ・・・ 説明 5 
Client.set("CompCode",header.COMP_CODE); 
Client.set("DocType",header.DOC_TYPE); 
Client.set("Status",header.STATUS); 
Client.set("CreateDate",header.CREAT_DATE); 
Client.set("CreateBy",header.CREATED_BY); 
 

 
Client.set("Vendor",header.VENDOR); 
Client.set("Pmnttrms",header.PMNTTRMS); 
Client.set("PurchOrg",header.PURCH_ORG); 
Client.set("PurGroup",header.PUR_GROUP); 
Client.set("Currency",header.CURRENCY); 
Client.set("DocDate",header.DOC_DATE); 
Client.set("PoRelInd",header.PO_REL_IND); 
Client.set("RelStatus",header.REL_STATUS); 
 
//貿易管理ヘッダ 
expoHeader = objCon.getExportHeader(); 
Client.set("TransportMode",expoHeader.TRANSPORT_MODE); 
Client.set("Tcustoms",expoHeader.CUSTOMS); 
 
//拡張得意先項目一覧 
extension = objCon.getExtensionList(); 
Client.set("extension", extension); 
 
//全バージョン一覧 
allVersion = objCon.getAllVersionsList(); 
Client.set("allVersion", allVersion); 

} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-3-2/result.js 

 
 

・・・購買伝票登録 API  
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-2-2/result.js と同様 ・・・ 

  

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-3-2/result.html 
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<!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> 
<B>購買伝票の更新に成功しました</B><BR> 
<BR> 
 

・・・以下 買伝票登録 API  

<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-2-2/result.html と同様 ・・・ 
  

 

 

 

 

 
【説明１】 購買伝票更新 API のインスタンス生成 

PurchaseOrderPostChangeController 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、購買伝票更新 BAPI（BAPI_PO_CHANGE）の import 型の import、structure、table パラメータに値を設定 

することができます。 

 
【説明 2】 import の購買伝票番号に値を設定 

import パラメータの購買伝票番号に更新する伝票番号の値を設定します。 

 
【説明 3】 structure、table の各項目に値を設定 

structure パラメータ、table パラメータの各項目に値を設定します。 

設定方法は「4.2.2 購買伝票登録 API」のサンプルプログラムの説明 2、3 を参照してください。 

 
【説明４】 購買伝票の更新 

PurchaseOrderPostChangeController クラスの execute メソッドを実行すると、各項目にセットされた値が SAP R/3 

上に購買伝票データとして更新されます。更新が成功した場合には、購買伝票更新 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には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

成功・失敗の基準は、購買伝票更新用 BAPI（BAPI_PO_CHANGE）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。 

 
【説明 5】 structure、table データを取得 

PurchaseOrderPostChangeController クラスの execute メソッドを実行すると、購買伝票更新 API の内部で自動的に

登録結果を取得します。 

返却されるデータは、購買伝票登録 API と同様に、伝票ヘッダ、貿易管理ヘッダ、得意先独自の項目、全バージ

ョンです。その他の項目については、入力設定した項目について取得が可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、前バージョンの登録結果が取得されていますが、理解しやすいように

SAP R/3 のカスタマイズにより、バージョン管理をしている為です。SAP R/3 標準では該当データが存在

しません。 



intra-mart SAP 連携モジュールチュートリアル

 

Page 102 Copyright 2000-2008 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

※  

4.4 伝票 承認 API 

4.4.1 PurchaseReleaseController 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 上から伝票を承認する API が提供されています。伝票を承認する

た め に は 、 PurchaseReleaseController ク ラ ス の 持 つ 各 メ ソ ッ ド を 利 用 す る 必 要 が あ り ま す 。

PurchaseReleaseController 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 PurchaseReleaseController 
※第１～3 引数あり 

コンストラクタ（第 1～3 引数あり）。第１引数に承認する伝票番号、 
第 2 引数に承認コード、第 3 引数に例外メッセージ出力区分を設定

する。 
2 executeBapi コンストラクタで設定した値を、接続先の SAP R/3 に更新する。更新

に失敗した場合、更新処理はロールバックされる。 

3 getRelStatusNew 承認後の新承認状況を取得する。 

4 getRelIndicatorNew 承認後の新承認区分を取得する。 

5 getRetCode 承認後のリターン値を取得する。 
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4.4.2 サンプルプログラムによる使用例 
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                  (承認前) 

 

                 
 
               （承認後） 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-4-2/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> 
        SAP R/3リアルタイム連携API チュートリアル（購買発注業務向けAPI）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        ◆購買伝票承認<BR> 
     <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial4-4-2/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/tutorial4-4-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
var objCon; 
var status; 
var relInd; 
var retCode; 
 
//インスタンス生成 
objCon = new PurchaseReleaseController("4500000480", "AA","X"); ・・・ 説明 1 
 
//購買伝票の承認処理の実行 
objResult =  objCon.executeBapi();   ・・・ 説明 2 

 
//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。 
Dbug.browse(objResult); 

} 
 
//オブジェクトをグローバル領域に保存 
status = objCon.getRelStatusNew(); ・・・ 説明 3 
relInd = objCon.getRelIndicatorNew(); ・・・ 説明 4 
retCode = objCon.getRetCode(); ・・・ 説明 5 
 
Client.set("Status",status); 
Client.set("RelInd", relInd); 
Client.set("RetCode", retCode); 
}  
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-4-2/result.js 

 
//承認状況 
var strStatus; 
//承認区分 
var strRelInd; 
//リターン値 
var strRetCode; 
 
function init(request){ 
 
//オブジェクトを取得 
strStatus = Client.get("Status"); 
strRelInd = Client.get("RelInd"); 
strRetCode = Client.get("RetCode"); 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-4-2/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> 

<B>購買伝票の承認に成功しました。</B> 
<BR><BR> 
<TABLE border=1 cellspacing=1> 

<TR> 
<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">新承認状況</FONT></TD> 
<TD><IMART type="string" value = strStatus></IMART></TD> 

</TR> 
<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">新承認区分</FONT></TD> 
<TD><IMART type="string" value = strRelInd></IMART></TD> 

</TR> 
<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">リターン値</FONT></TD> 
<TD><IMART type="string" value = strRetCode></IMART></TD> 

</TR> 
</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 
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【説明１】 伝票承認 API のインスタンス生成 

PurchaseReleaseController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に承認する伝票番号、第 2 引数に承認コ

ード、第 3 引数に例外メッセージ区分を設定します。 

 
【説明 2】 購買伝票の承認処理の実行 

PurchaseReleaseController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、コンストラクタでセットされた購買伝票の承

認処理が実行されます。承認処理が成功した場合には、購買伝票承認 API の内部で自動的に commit 処理が

実行されます。承認処理に失敗した場合には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

ただし、標準の購買伝票承認用 BAPI(BAPI_PO_RELEASE)では、BAPI 内部で commit/rollback 処理が実行さ

れます。ConnectionManager を使用し commit/rollback 処理を制御されたい場合、BAPI 自体をカスタマイズする

必要がございます。 

 
【説明 3】 新承認状況を取得 

承認実行後の承認状況を取得します。 

 
【説明 4】 新承認コードを取得 

     承認実行後の承認状況を取得します。 

 
【説明 5】 リターン値を取得 

           承認実行処理のリターン値を取得します。 
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4.5 伝票 承認取消 API 

4.5.1 PurchaseResetReleaseController 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 上から伝票を承認取消する API が提供されています。伝票を承認

取消するためには、PurchaseResetReleaseController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。

PurchaseResetReleaseController 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 PurchaseResetReleaseController 
※第１～3 引数あり 

コンストラクタ（第 1～3 引数あり）。第１引数に承認取消する伝票番

号、第 2 引数に承認コード、第 3 引数に例外メッセージ出力区分を

設定する。 
2 executeBapi コンストラクタで設定した値を、接続先の SAP R/3 に更新する。更新

に失敗した場合、更新処理はロールバックされる。 

3 getRelStatusNew 承認後の新承認状況を取得する。 

4 getRelIndicatorNew 承認後の新承認区分を取得する。 

 

4.5.2 サンプルプログラムによる使用例 
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               （承認取消前） 

 

                
 
               （承認取消後） 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-5-2/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> 
        SAP R/3リアルタイム連携API チュートリアル（購買発注業務向けAPI）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        ◆購買伝票承認取消<BR> 
     <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial4-5-2/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/tutorial4-5-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
var objCon; 
var status; 
var relInd; 
var retCode; 
 
//インスタンス生成 
objCon = new PurchaseResetReleaseController ("4500000480", "AA","X"); ・・・ 説明 1 
 
//購買伝票の承認取消処理の実行 
objResult =  objCon.executeBapi();   ・・・ 説明 2 

 
//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。 
Dbug.browse(objResult); 

} 
 
//オブジェクトをグローバル領域に保存 
status = objCon.getRelStatusNew(); ・・・ 説明 3 
relInd = objCon.getRelIndicatorNew(); ・・・ 説明 4 
 
Client.set("Status",status); 
Client.set("RelInd", relInd); 
}  
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-5-2/result.js 

 
//承認状況 
var strStatus; 
//承認区分 
var strRelInd; 
 
function init(request){ 
 
//オブジェクトを取得 
strStatus = Client.get("Status"); 
strRelInd = Client.get("RelInd"); 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-5-2/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> 
      <B>購買伝票の承認取消に成功しました。</B> 
      <BR><BR> 
      <TABLE border=1 cellspacing=1> 

   <TR> 
<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">前回承認状況</FONT></TD> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=strStatus><BR></IMART> 

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

</TR> 
<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">前回承認区分</FONT></TD> 
<TD><IMART type="string" value = strRelInd></IMART></TD> 

</TR> 
</TABLE> 

</BODY> 
</HTML> 
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【説明１】 伝票承認 API のインスタンス生成 

PurchaseReleaseController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に承認取消する伝票番号、第 2 引数に承

認コード、第 3 引数に例外メッセージ区分を設定します。 

 
【説明 2】 購買伝票の承認取消処理の実行 

PurchaseReleaseController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、コンストラクタでセットされた購買伝票の承

認取消処理が実行されます。承認取消処理が成功した場合には、購買伝票承認取消 API の内部で自動的に

commit 処理が実行されます。承認取消処理に失敗した場合には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

ただし、標準の購買伝票承認取消用 BAPI(BAPI_PO_RESET_RELEASE)では、BAPI 内部で commit/rollback

処理が実行されます。ConnectionManager を使用し commit/rollback 処理を制御されたい場合は、BAPI 自体をカ

スタマイズする必要がございます。 

 
【説明 2】 新承認状況を取得 

承認取消実行後の承認状況を取得します。 

 
【説明 3】 新承認コードを取得 

     承認取消実行後の承認状況を取得します。 
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4.6 伝票承認対象一覧 取得 API 

4.6.1 PurchaseGetItemSrelController 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 上から伝票の承認対象一覧を取得する API が提供されています。

伝票の承認対象一覧を取得するためには、PurchaseGetItemSrelController クラスの持つ各メソッドを利用する必

要があります。PurchaseGetItemSrelController 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 PurchaseGetItemSrelController 
※第１～3 引数あり 

コンストラクタ（第 1～3 引数あり）。第１引数に照会する承認グルー

プ、第 2 引数に承認コード、第 3 引数に承認待ち購買発注のみ照会

区分を設定する。 
2 getPurchaseHeadersList 伝票ヘッダ一覧を取得する。 

3 getPurchaseItemsList 伝票明細一覧を取得する。 
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4.6.2 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/tutorial4-6-2/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> 
        SAP R/3リアルタイム連携API チュートリアル（購買発注業務向けAPI）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        ◆伝票承認対象一覧<BR> 
     <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial4-6-2/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/tutorial4-6-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
var objCon; 
var headerList; 
var itemList; 
 
//インスタンス生成 
objCon = new PurchaseGetItemSrelController("01", "AA","X"); ・・・ 説明 1 
 
// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

     //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

} 
 
//オブジェクトをグローバル領域に保存 
//伝票ヘッダ一覧 
headerList = objCon.getPurchaseHeadersList(); ・・・ 説明 2 
Client.set("headerList", headerList); 
 
//伝票明細一覧 
itemList = objCon.getPurchaseItemsList(); ・・・ 説明 3 
Client.set("itemList", itemList); 
}  
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-6-2/result.js 

 
//■伝票ヘッダ一覧 
var headerList; 
var headerCount; 
//■伝票明細一覧 
var itemList; 
var itemCount; 
 
function init(request) { 
 
//オブジェクトを取得 
//伝票ヘッダ 
headerList  = Client.get("headerList"); 
headerCount = headerList.length; 
 
//伝票明細 
itemList  = Client.get("itemList"); 
itemCount = itemList.length; 
 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-6-2/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> 
    <BR> 
        伝票ヘッダ：<IMART type="string" value=headerCount></IMART>件<BR> 
        伝票明細：<IMART type="string" value=itemCount></IMART>件<BR> 
        <BR> 
        ■伝票ヘッダ一覧(<IMART type="string" value=headerCount></IMART>件)<BR> 
        <TABLE border="1"> 
         <TR><TH>No.</TH> 
             <TH>伝票番号</TH> 
             <TH>会社コード</TH> 
             <TH>伝票<BR>カテゴリ</TH> 
             <TH>伝票<BR>タイプ</TH> 
             <TH>登録日</TH> 
             <TH>登録者名</TH> 
             <TH>仕入先<BR>勘定コード</TH> 
             <TH>支払条件<BR>キー</TH> 
             <TH>購買<BR>グループ</TH> 
             <TH>購買<BR>組織</TH> 
             <TH>通貨<BR>コード</TH> 

<TH>伝票日付</TH> 
         </TR> 
         <IMART type="repeat" list=headerList item="record" index="idx"> 

<TR> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART> 

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

・・・ （次ページへ） ・・・ 
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・・・ （前ページより） ・・・ 

 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.PO_NUMBER><BR></IMART> 

<IMART type="string" value = record.PO_NUMBER></IMART></TD> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.CO_CODE><BR></IMART> 

                 <IMART type="string" value = record.CO_CODE></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_CAT><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.DOC_CAT></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_TYPE><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.DOC_TYPE></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CREATED_ON><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.CREATED_ON></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CREATED_BY><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.CREATED_BY></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.VENDOR><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.VENDOR></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PMNTTRMS><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.PMNTTRMS></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PURCH_ORG><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.PURCH_ORG></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PUR_GROUP><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.PUR_GROUP></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURRENCY><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.CURRENCY></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_DATE><BR></IMART> 
                  <IMART type="string" value = record.DOC_DATE></IMART></TD> 
   </TR> 
   </IMART type="repeat"> 
   </TABLE> 
   <BR> 
      ■伝票明細一覧(<IMART type="string" value=itemCount></IMART>件)<BR> 
      <TABLE border="1"> 

 <TR><TH>No.</TH> 
            <TH>伝票番号</TH> 
            <TH>明細番号</TH> 
            <TH>品目コード</TH> 
            <TH>勘定設定<BR>カテゴリ</TH> 
            <TH>保管場所</TH> 
            <TH>品目<BR>グループ</TH> 
            <TH>テキスト(短)</TH> 
            <TH>プラント</TH> 
            <TH>発注<BR>単位</TH> 
            <TH>正味価格</TH> 
        </TR> 
        <IMART type="repeat" list=itemList item="record" index="idx"> 
        <TR> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART> 
                <IMART type="string" value = idx></IMART></TD>    
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PO_NUMBER><BR></IMART> 
                <IMART type="string" value = record.PO_NUMBER></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PO_ITEM><BR></IMART> 
                <IMART type="string" value = record.PO_ITEM></IMART></TD> 
            <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PUR_MAT><BR></IMART> 
                 <IMART type="string" value = record.PUR_MAT></IMART></TD> 
 

・・・ （次ページへ） ・・・ 
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・・・ （前ページより） ・・・ 

 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.ACCTASSCAT><BR></IMART> 

                 <IMART type="string" value = record.ACCTASSCAT></IMART></TD> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.STORE_LOC><BR></IMART> 

   <IMART type="string" value = record.STORE_LOC></IMART></TD> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.MAT_GRP><BR></IMART> 

   <IMART type="string" value = record.MAT_GRP></IMART></TD> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.SHORT_TEXT><BR></IMART> 

   <IMART type="string" value = record.SHORT_TEXT></IMART></TD> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.PLANT><BR></IMART> 

   <IMART type="string" value = record.PLANT></IMART></TD> 
 <TD><IMART type="decision" case="" value=record.UNIT><BR></IMART> 

   <IMART type="string" value = record.UNIT></IMART></TD> 
<TD><IMART type="decision" case="" value=record.NET_PRICE><BR></IMART> 

   <IMART type="string" value = record.NET_PRICE></IMART></TD> 
</TR> 
</IMART type="repeat"> 

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

 
【説明１】 伝票承認対象一覧取得 API のインスタンス生成 

PurchaseGetItemSrelController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に照会する承認グループ、第 2 引数

に承認コード、第 3 引数に承認待ち購買発注のみ照会区分を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI

を呼び出して伝票承認対象一覧取得処理が実行されます。 

承認待ち購買発注のみ照会区分は、承認待ち購買発注伝票のみ照会する場合には「X」、すでに承認された

購買発注伝票のみ照会する場合には、ブランクを設定します。 

 
【説明 2】 伝票ヘッダ一覧を取得 

PurchaseGetItemSrelController クラスの getPurchaseHeadersList メソッドを使用すると、取得した承認対象の伝票

ヘッダ一覧を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
【説明 3】 伝票ヘッダ一覧を取得 

PurchaseGetItemSrelController クラスの getPurchaseItemsList メソッドを使用すると、取得した承認対象の伝票

明細一覧を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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4.7 品目コード 検索 API 

4.7.1 MaterialGetListController 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 上から品目コードを検索する API が提供されています。品目を検

索 す る た め に は 、 MaterialGetListController ク ラ ス の 持 つ 各 メ ソ ッ ド を 利 用 す る 必 要 が あ り ま す 。

MaterialGetListController 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 MaterialGetListController コンストラクタ（引数無し） 

2 setMaxRows 選択予定品目の 大数に値を設定する。 

3 setTblParam 
※第１～4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。 第一引数にテーブル名、 
第二引数に項目名、第三引数に値、第四引数にレコード番号を設 
する。 

4 execute Ｎｏ.2、3 のメソッドで設定した値で、品目コードを検索する。 

5 getMatnrlistlist 検索結果の品目コード、テキスト一覧を取得する。 
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4.7.2 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/tutorial4-7-2/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> 
        SAP R/3リアルタイム連携API チュートリアル（購買発注業務向けAPI）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        ◆品目コード検索<BR> 
     <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial4-7-2/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/tutorial4-7-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
var objCon; 
var objResult; 
var material; 
 
//インスタンス生成 
objCon = new MaterialGetListController(); ・・・ 説明 1 
 
//選択予定品目の 大数に値を設定 
objCon.setMaxRows("200"); ・・・ 説明 2 
 
//品目コードの選択オプションの各項目に値を設定 
objCon.setTblParam("MatnrSelection","SIGN","I",1); 
objCon.setTblParam("MatnrSelection","OPTION","BT",1); 
objCon.setTblParam("MatnrSelection","MATNR_LOW","000000000000000000",1); 
objCon.setTblParam("MatnrSelection","MATNR_HIGH","999999999999999999",1); 
 
//品目コードの検索 
objResult =  objCon.executeBapi(); ・・・ 説明 4 

 
//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。 
Dbug.browse(objResult); 

} 
 
//オブジェクトをグローバル領域に保存 
//品目コード、テキスト一覧を取得 
material = objCon.getMatnrlistlist(); 説明 5 
Client.set("material", material); 
 
}  
 

 

説明 3 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-7-2/result.js 

 
//■品目コード一覧 
var materialList; 
var materialCount; 
 
function init(request){ 
//オブジェクトを取得 
//品目コード一覧 
materialList  = Client.get("material"); 
materialCount = materialList.length; 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-7-2/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> 
<BR> 
■品目コード一覧(<IMART type="string" value=materialCount></IMART>件)<BR> 
 
<TABLE border="1"> 
<TR> 

<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">No.</FONT></TD> 
<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">品目コード</FONT></TD> 
<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">品目テキスト</FONT></TD> 
<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">品目コード (長)</FONT></TD> 
<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">外部 GUID</FONT></TD> 
<TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">バージョン番号</FONT></TD> 

</TR> 
<IMART type="repeat" list=materialList item="record" index="idx"> 
<TR> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = idx></IMART></TD>    

<TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = record.MATERIAL></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATL_DESC><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = record.MATL_DESC></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL_EXTERNAL><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = record.MATERIAL_EXTERNAL></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL_GUID><BR></IMART> 
<IMART type="string" value = record.MATERIAL_GUID></IMART></TD> 

<TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL_VERSION><BR></IMART>< 
IMART type="string" value = record.MATERIAL_VERSION></IMART></TD> 

</TR> 
</IMART type="repeat"> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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【説明１】 品目コード検索 API のインスタンス生成 

MaterialGetListController 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、品目コ

ード検索 BAPI（BAPI_MATERIAL_GETLIST）の import 型の import、table パラメータに値を設定することができ

ます。 

 
【説明 2】 選択予定品目の 大数に値を設定 

選択予定品目の 大数の項目に値を設定する場合は、setMaxRows メソッドを使用します。 

 
【説明 3】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

MATNRSELECTION 品目コードの選択オプション MatnrSelection 

MATERIALSHORTDESCSEL 品目テキストの選択オプション MaterialShortDescsel 

MANUFACTURERPARTNUMB 製造業者と製造者製品コード ManufacturerPartNumb 

PLANTSELECTION プラントの選択オプション PlantSelection 

STORAGELOCATIONSELECT 保管場所の選択オプション StorageLocationSelect 

SALESORGANISATIONSELECTION 販売組織の選択オプション SalesOrganisationSelection 

DISTRIBUTIONCHANNELSELECTION 流通チャネルの選択オプション DistributionChannelSelection

 
【説明４】 品目コードの検索 

MaterialGetListController クラスの execute メソッドを実行すると、各項目にセットされた値を条件に SAP R/3 の 

品目コードを検索します。 

 
【説明 5】 品目コード、テキスト一覧を取得 

MaterialGetListController クラスの getMatnrlistlist メソッドを使用すると、検索された品目コード、テキストを取得す

ることが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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4.8 仕入先コード存在チェック取得 API 

4.8.1 SupplierExistenceController 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 上から仕入先コードが存在するかどうかの情報を取得する API が

提供されています。仕入先コード存在チェックの情報を取得するためには、SupplierExistenceController クラスの

持つ各メソッドを利用する必要があります。SupplierExistenceController 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 SupplierExistenceController 
※第１、第 2 引数あり 

コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第１引数で「仕入先」、第２引数で

「会社コード」を設定した場合、引数に紐付く情報のみ、No2 のメソッ

ドにて取得することができるようになる。 
 

2 getCheckReturn チェックリターンコードを取得する。 
仕入先コードが存在する時は"1"を、存在しない時は"0"を取得しま

す。 
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4.8.2 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/tutorial4-8-2/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（仕入先コード存在チェック 取得API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        ◆仕入先コードの存在チェック<BR> 
     <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial4-8-2/result"> 
        <BR> 
     <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/tutorial4-8-2/im_sapapi.ｊｓ 

 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
     
    //インスタンス生成 

objCon = new SupplierExistenceCheckController("0020000008", "");   ・・・ 説明1 
 

// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

       //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

 } 
 

    //オブジェクトをグローバル領域に保存 
Client.set("Check_code",objCon.getCheckReturn());   ・・・ 説明2 

     
}  
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-8-2/result.js 

 
var check_code; 
 
function init(request) 
{ 
 //オブジェクトを取得 
 check_code = Client.get("Check_code"); 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-8-2/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> 
    <BR> 
    ■仕入先コード存在チェック 取得API(結果) 
    <BR> 
    <BR> 
   <TR> 
    チェックコード： <TD><IMART type="string" value = check_code></IMART></TD><BR> 
   </TR> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明 1】仕入先コード存在チェック 取得 API のインスタンス生成 

              SupplierExistenceController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に「仕入先」、第 2 引数に「会社コード」

を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して仕入先コード存在チェックを取得する処理が実行さ

れます。 

 
        【説明 2】チェックリターンコードを取得 

              SupplierExistenceController クラスの getCheckReturn メソッドを使用すると、取得したチェックリターンコードを取得

することが可能です。 
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4.9 仕入先マスタ詳細 取得 API 
 

4.9.1 SupplierGetDetailController 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 上から得意先詳細の情報を取得する API が提供されています。得

意先詳細の情報を取得するためには、SupplierGetDetailController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があり

ます。SupplierGetDetailController 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 SupplierGetDetailController 
※第１、第 2 引数あり 

コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第１引数で「仕入先」、第２引数で

「会社コード」を設定した場合、引数に紐付く情報のみ、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 getGeneralDataInfo 一般データを取得する。 

3 getCompanyDataInfo 会社データを取得する。 
 

4 getBankDataList 銀行データを取得する。 
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4.9.2 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/tutorial4-9-2/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（仕入先マスタの詳細情報 取得API）<BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial4-9-2/result"> 
        <BR> 
        <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/tutorial4-9-2/im_sapapi.js 

 
 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
    var list; 
    var gene; 
    var comp; 
    //インスタンス生成 
    objCon = new SupplierGetDetailController("0010000011", "1000");   ・・・ 説明1 
 

// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

       //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

 } 
     
    //オブジェクトをグローバル領域に保存 
    gene = objCon.getGeneralDataInfo();   ・・・ 説明2 
    comp = objCon.getCompanyDataInfo();   ・・・ 説明3 
    Client.set("Vendor",gene.VENDOR); 
    Client.set("Name", gene.NAME); 
    Client.set("Name_2", gene.NAME_2); 
    Client.set("Name_3", gene.NAME_3); 
    Client.set("Name_4", gene.NAME_4); 
    Client.set("City", gene.CITY); 
    Client.set("District", gene.DISTRICT); 
    Client.set("Po_box", gene.PO_BOX); 
    Client.set("Pobx_pcd", gene.POBX_PCD); 
    Client.set("Postl_code", gene.POSTL_CODE); 
    Client.set("Region", gene.REGION); 
    Client.set("Street", gene.STREET); 
    Client.set("Country", gene.COUNTRY); 
    Client.set("Countryiso", gene.COUNTRYISO); 
    Client.set("Pobx_cty", gene.POBX_CTY); 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
    Client.set("Langu", gene.LANGU); 
    Client.set("Langu_iso", gene.LANGU_ISO); 
    Client.set("Telephone", gene.TELEPHONE); 
    Client.set("Formofaddr", gene.FORMOFADDR); 
    Client.set("Telephone2", gene.TELEPHONE2); 
    Client.set("Comp_code", comp.COMP_CODE); 
    Client.set("Clerk", comp.CLERK); 
    Client.set("Hd_office", comp.HD_OFFICE); 
    Client.set("Alt_payee", comp.ALT_PAYEE); 
    Client.set("Cuvd_clear", comp.CUVD_CLEAR); 
    Client.set("Pmnttrms", comp.PMNTTRMS); 
    Client.set("Act_at_ven", comp.ACT_AT_VEN); 
    Client.set("Vend_user", comp.VEND_USER); 
    Client.set("Internet", comp.INTERNET); 
    Client.set("Fax", comp.FAX); 
    Client.set("Payment_methods", comp.PAYMENT_METHODS); 
    Client.set("Tel", comp.TEL); 
    list = objCon.getBankDataList();   ・・・ 説明4 
    Client.set("list", list); 
 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-9-2/result.js 

 
//仕入先コード 
var strVendor; 
//名称 1 
var strName; 
//名称 2 
var strName_2; 
//名称 3 
var strName_3; 
//名称 4 
var strName_4; 
//市区町村 
var strCity; 
//所在地 
var strDistrict; 
//私書箱 
var strPo_box; 
//私書箱番号 
var strPobx_pcd; 
//郵便番号 
var strPostl_code; 
//地域 (都道府県) 
var strRegion; 
//地名/番地-号 
var strStreet; 
//国コード 
var strCountry; 
//ISO 国コード 
 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
var strCountryiso; 
//私書箱住所 
var strPobx_cty; 
//言語キー 
var strLangu; 
//ISO 639 準拠の言語 
var strLangu_iso; 
//電話番号 1 
var strTelephone; 
//敬称 
var strFormofaddr; 
//電話番号 2 
var strTelephone2; 
 
//会社コード 
var strComp_code; 
//記帳担当者 
var strClerk; 
//本店勘定コード 
var strHd_office; 
//代理受取人勘定コード 
var strAlt_payee; 
//得意先と仕入先間の相殺決済 
var strCuvd_clear; 
//支払条件キー 
var strPmnttrms; 
//仕入先での自社勘定コード 
var strAct_at_ven; 
//仕入先担当者 
var strVend_user; 
//関係会社担当者のインターネットアドレス 
var strInternet; 
//得意先/仕入先の経理担当者のファックス No. 
var strFax; 
//考慮される支払方法一覧 
var strPayment_methods; 
//取引先での記帳担当者電話番号 
var strTel; 
//銀行コード情報一覧 
var listResult; 
//銀行コード情報一覧件数 
var listCount; 
 
function init(request) 
{ 
 
    //オブジェクトを取得 
    strVendor = Client.get("Vendor"); 
    strName = Client.get("Name"); 
    strName_2 = Client.get("Name_2"); 
    strName_3 = Client.get("Name_3"); 
    strName_4 = Client.get("Name_4"); 
    strCity = Client.get("City"); 
    strDistrict = Client.get("District"); 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
    strPo_box = Client.get("Po_box"); 
    strPobx_pcd = Client.get("Pobx_pcd"); 
    strPostl_code = Client.get("Postl_code"); 
    strRegion = Client.get("Region"); 
    strStreet = Client.get("Street"); 
    strCountry = Client.get("Country"); 
    strCountryiso = Client.get("Countryiso"); 
    strPobx_cty = Client.get("Pobx_cty"); 
    strLangu = Client.get("Langu"); 
    strLangu_iso = Client.get("Langu_iso"); 
    strTelephone = Client.get("Telephone"); 
    strFormofaddr = Client.get("Formofaddr"); 
    strTelephone2 = Client.get("Telephone2"); 
    strComp_code = Client.get("Comp_code"); 
    strClerk = Client.get("Clerk"); 
    strHd_office = Client.get("Hd_office"); 
    strAlt_payee = Client.get("Alt_payee"); 
    strCuvd_clear = Client.get("Cuvd_clear"); 
    strPmnttrms = Client.get("Pmnttrms"); 
    strAct_at_ven = Client.get("Act_at_ven"); 
    strVend_user = Client.get("Vend_user"); 
    strInternet = Client.get("Internet"); 
    strFax = Client.get("Fax"); 
    strPayment_methods = Client.get("Payment_methods"); 
    strTel = Client.get("Tel"); 
     
    listResult  = Client.get("list"); 
    listCount = listResult.length;   ・・・ 説明5 
} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial4-9-2/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> 
                <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
    <BR> 
    ■仕入先マスタの詳細情報 取得API(結果)<BR> 
    <BR> 
        ■一般データ<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#cccccc"> 
                   <TR><TD><TH>名称 1</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strName></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>名称 2</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strName_2></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>名称 3</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strName_3></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>市区町村</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strCity></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>郵便番号</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strPostl_code></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>地名/番地-号</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strStreet></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>国コード</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strCountry></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>ISO 国コード</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strCountryiso></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>言語キー</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strLangu></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>ISO 639 準拠の言語</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strLangu_iso></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>電話番号 1</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strTelephone></IMART></TD></TR> 
               </TR> 
             </TABLE><BR> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
        ■会社コード依存データ<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1> 
               <TR bgcolor="#cccccc"> 
                   <TR><TD><TH>仕入先担当者</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strVend_user></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>得意先/仕入先の経理担当者のファックスNo</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strFax></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>考慮される支払方法一覧</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strPayment_methods></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD><TH>取引先での記帳担当者電話番号</TH></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strTel></IMART></TD></TR> 
               </TR> 
            </TABLE><BR> 
        ■銀行データ(<IMART type="string" value=listCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#cccccc"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>銀行国コード</TH> 
                   <TH>銀行コード</TH> 
                   <TH>口座番号</TH> 
                   <TH>預金種別</TH> 
                   <TH>取引先銀行タイプ</TH> 
                   <TH>回収権限</TH> 
                   <TH>銀行詳細の参照詳細</TH> 
               </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_CTRY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_KEY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_ACCT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.CTRL_KEY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.PARTNER_BK></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.COLL_AUTH></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_REF></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
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【説明 1】仕入先マスタ詳細照会 取得 API のインスタンス生成 

              SupplierGetDetailController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に「仕入先」、第 2 引数に「会社コード」

を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して得意先詳細を取得する処理が実行されます。 

 
        【説明 2】一般データを取得 

              SupplierGetDetailController クラスの getGeneralDataInfo メソッドを使用すると、取得した一般データを取得すること

が可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 3】会社データを取得 

              SupplierGetDetailController クラスの getCompanyDataInfo メソッドを使用すると、取得した会社データを取得するこ

とが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

         
        【説明 4】会社データを取得 

              SupplierGetDetailController クラスの getBankDataList メソッドを使用すると、取得した銀行データを取得することが

可能です。 

 
        【説明 5】銀行データの件数を取得 

              SupplierGetDetailController クラスの getBankDataList メソッドで取得した銀行データは、length で件数を取得する

ことが可能です。
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5 管理会計業務向け API 

5.1 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、「2.2.2」～「2.2.4」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 得意先詳細 取得 API bapi_debtor_getdetail.properties 

2 仕入先詳細 取得 API bapi_creditor_getdetail.properties 

3 WBS 情報取得 API bapi_project_getinfo.properties 

4 内部指図書詳細 取得 API bapi_internalorder_getdetail.properties 

5 内部指図書（一覧） 詳細 API bapi_internalorder_getlist.properties 

6 利益センタグループ 取得 API bapi_profitcentergrp_getdetail.properties 

7 原価センタグループ 取得 API bapi_costcentergroup_getdetail.properties 

8 為替換算レート 取得 API bapi_exchangerate_getdetail.properties 
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5.2 得意先詳細 取得 API 

5.2.1 DebtorGetDetailController 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 上から得意先詳細の情報を取得する API が提供されています。得

意先詳細の情報を取得するためには、DebtorGetDetailController クラスの持つ各メソッドを利用する必要がありま

す。DebtorGetDetailController 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 DebtorGetDetailController 
※第１、第 2 引数あり 

コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第１引数で「得意先コード」、第２

引数で「会社コード」を設定した場合、引数に紐付く情報のみ、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 getGeneralDataInfo 一般データを取得する。 

3 getCompanyDataInfo 会社データを取得する。 
 

4 getBankDataList 銀行データを取得する。 
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5.2.2 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/tutorial5-2-2/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（得意先詳細取得 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial5-2-2/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/tutorial5-2-2/im_sapapi.ｊｓ 

 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
    var list; 
    var gene; 
    var comp; 
    //インスタンス生成 
    objCon = new DebtorGetDetailController("T1000002", "2000"); ・・・  説明1 
     

// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

       //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

    } 
     
    //各データを取得 
    gene = objCon.getGeneralDataInfo(); ・・・ 説明2 
    comp = objCon.getCompanyDataInfo(); ・・・ 説明3 
      
    //オブジェクトをグローバル領域に保存 
    Client.set("Customer",gene.CUSTOMER); 
    Client.set("Name", gene.NAME); 
    Client.set("Name_2", gene.NAME_2); 
    Client.set("Name_3", gene.NAME_3); 
    Client.set("Name_4", gene.NAME_4); 
    Client.set("City", gene.CITY); 
    Client.set("District", gene.DISTRICT); 
    Client.set("Po_box", gene.PO_BOX); 
    Client.set("Pobx_pcd", gene.POBX_PCD); 
    Client.set("Postl_code", gene.POSTL_CODE); 
    Client.set("Region", gene.REGION); 
    Client.set("Countycode", gene.COUNTYCODE); 
    Client.set("City_code", gene.CITY_CODE);  
    Client.set("Street", gene.STREET); 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
    Client.set("Country", gene.COUNTRY); 
    Client.set("Pobx_cty", gene.POBX_CTY); 
    Client.set("Langu", gene.LANGU); 
     
    //会社データをセット 
    Client.set("Comp_code", comp.COMP_CODE); 
    Client.set("Clerk", comp.CLERK); 
    Client.set("Hd_office", comp.HD_OFFICE); 
    Client.set("Alt_payer", comp.ALT_PAYER); 
    Client.set("Cuvd_clear", comp.CUVD_CLEAR); 
    Client.set("Pmnttrms", comp.PMNTTRMS); 
    Client.set("Act_at_cus", comp.ACT_AT_CUS); 
    Client.set("Cust_user", comp.CUST_USER); 
    Client.set("Next_payee", comp.NEXT_PAYEE); 
    Client.set("Buying_grp", comp.BUYING_GRP); 
    Client.set("Internet", comp.INTERNET); 
    Client.set("Fax", comp.FAX); 
     
    //銀行データをセット 
    list = objCon.getBankDataList(); ・・・ 説明4 
    Client.set("list", list); 
 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-2-2/result.js 

 
var strCustomer; 
var strName; 
var strName_2; 
var strName_3; 
var strName_4; 
var strCity; 
var strDistrict; 
var strPo_box; 
var strPobx_pcd; 
var strPostl_code; 
var strRegion; 
var strCountycode 
var City_code 
var strStreet; 
var strCountry; 
var strPobx_cty; 
var strLangu; 
var strComp_code; 
var strClerk; 
var strHd_office; 
var strAlt_payer; 
var strCuvd_clear; 
var strPmnttrms; 
var strAct_at_cus; 
var strCust_user; 
var strNext_payee 
var strBuying_grp 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
var strInternet; 
var strFax; 
var listResult; 
var listCount; 
 
function init(request) 
{ 
 
    //オブジェクトを取得 
    //一般データ 
    strCustomer = Client.get("Customer"); 
    strName = Client.get("Name"); 
    strName_2 = Client.get("Name_2"); 
    strName_3 = Client.get("Name_3"); 
    strName_4 = Client.get("Name_4"); 
    strCity = Client.get("City"); 
    strDistrict = Client.get("District"); 
    strPo_box = Client.get("Po_box"); 
    strPobx_pcd = Client.get("Pobx_pcd"); 
    strPostl_code = Client.get("Postl_code"); 
    strRegion = Client.get("Region"); 
    strCountycode = Client.get("Countycode"); 
    strCity_code = Client.get("City_code"); 
    strStreet = Client.get("Street"); 
    strCountry = Client.get("Country"); 
    strPobx_cty = Client.get("Pobx_cty"); 
    strLangu = Client.get("Langu"); 
 
    //会社データ 
    strComp_code = Client.get("Comp_code"); 
    strClerk = Client.get("Clerk"); 
    strHd_office = Client.get("Hd_office"); 
    strAlt_payer = Client.get("Alt_payer"); 
    strCuvd_clear = Client.get("Cuvd_clear"); 
    strPmnttrms = Client.get("Pmnttrms"); 
    strAct_at_cus = Client.get("Act_at_cus"); 
    strCust_user = Client.get("Cust_user"); 
    strNext_payee = Client.get("Next_payee"); 
    strBuying_grp = Client.get("Buying_grp"); 
    strInternet = Client.get("Internet"); 
    strFax = Client.get("Fax"); 
 
    //銀行データ 
    listResult  = Client.get("list"); 
    listCount = listResult.length; ・・・ 説明5 
     
} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-2-2/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> 
        ■得意先詳細(結果)<BR><BR> 
        ■一般データ<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>名称 1</TH> 
                   <TH>名称 2</TH> 
                   <TH>名称 3</TH> 
                   <TH>名称 4</TH> 
                   <TH>市区町村</TH> 
                   <TH>所在地</TH> 
                   <TH>私書箱</TH> 
                   <TH>私書箱番号</TH> 
                   <TH>郵便番号</TH> 
                   <TH>地域 (都道府県)</TH> 
                   <TH>地名/番地-号</TH> 
                   <TH>国コード</TH> 
                   <TH>私書箱住所</TH> 
                   <TH>言語キー</TH> 
               </TR> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = strName></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strName_2></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strName_3></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strName_4></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strCity></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strDistrict></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPo_box></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPobx_pcd></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPostl_code></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strRegion></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strStreet></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strCountry></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPobx_cty></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strLangu></IMART></TD> 
               </TR> 
             </TABLE><BR> 
        ■会社コード依存データ<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>記帳担当者</TH> 
                   <TH>本店勘定コード</TH> 
                   <TH>代理受取人勘定コード</TH> 
                   <TH>得意先と仕入れ先間の相殺決済</TH> 
                   <TH>支払い条件キー</TH> 
                   <TH>仕入先での自社勘定コード</TH> 
                   <TH>仕入先担当者</TH> 
                   <TH>次受取人</TH> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
                   <TH>購買グループの勘定コード</TH> 
                   <TH>関係会社担当者のインターネットアドレス</TH> 
                   <TH>得意先/仕入先の経理担当者のファックスNo</TH> 
               </TR> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = strClerk></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strHd_office></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strAlt_payer></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strCuvd_clear></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPmnttrms></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strAct_at_cus></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strCust_user></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strNext_payee></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strBuying_grp></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strInternet></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strFax></IMART></TD> 
               </TR> 
            </TABLE><BR> 
        ■銀行データ(<IMART type="string" value=listCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>銀行国コード</TH> 
                   <TH>銀行コード</TH> 
                   <TH>口座番号</TH> 
                   <TH>預金種別</TH> 
                   <TH>取引先銀行タイプ</TH> 
                   <TH>回収権限</TH> 
                   <TH>銀行詳細の参照詳細</TH> 
               </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_CTRY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_KEY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_ACCT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.CTRL_KEY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.PARTNER_BK></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.COLL_AUTH></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_REF></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
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【説明 1】得意先詳細 取得 API のインスタンス生成 

              DebtorGetDetailController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に「得意先コード」、第 2 引数に「会社コー

ド」を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して得意先詳細を取得する処理が実行されます。 

 
        【説明 2】一般データを取得 

              DebtorGetDetailController クラスの getGeneralDataInfo メソッドを使用すると、取得した一般データを取得すること

が可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 3】会社データを取得 

              DebtorGetDetailController クラスの getCompanyDataInfo メソッドを使用すると、取得した会社データを取得するこ

とが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

         
        【説明 4】会社データを取得 

              DebtorGetDetailController クラスの getBankDataList メソッドを使用すると、取得した銀行データを取得することが

可能です。 

 
        【説明 5】銀行データの件数を取得 

              DebtorGetDetailController クラスの getBankDataList メソッドで取得した銀行データは、length で件数を取得するこ

とが可能です。
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5.3 仕入先詳細 取得 API 

5.3.1 CreditorGetDetailController 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 上から仕入先詳細の情報を取得する API が提供されています。仕

入先詳細の情報を取得するためには、CreditorGetDetailController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があり

ます。CreditorGetDetailController 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 CreditorGetDetailController 
※第１、第 2 引数あり 

コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第１引数で「仕入先」、第２引数で

「会社コード」を設定した場合、引数に紐付く情報のみ、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 getGeneralDataInfo 一般データを取得する。 

3 getCompanyDataInfo 会社データを取得する。 
 

4 getBankDataList 銀行データを取得する。 
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5.3.2 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/tutorial5-3-2/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（仕入先詳細取得 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial5-3-2/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/tutorial5-3-2/im_sapapi.ｊｓ 

 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
    var list; 
    var gene; 
    var comp; 
     
    //インスタンス生成 
    objCon = new CreditorGetDetailController("0010000027", "1000");   ・・・ 説明1 
     

// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

       //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

    } 
     
    //各データを取得 
    gene = objCon.getGeneralDataInfo();   ・・・ 説明2 
    comp = objCon.getCompanyDataInfo();   ・・・ 説明3 
      
    //一般データをセット 
    Client.set("Vendor",gene.VENDOR); 
    Client.set("Name", gene.NAME); 
    Client.set("Name_2", gene.NAME_2); 
    Client.set("Name_3", gene.NAME_3); 
    Client.set("Name_4", gene.NAME_4); 
    Client.set("City", gene.CITY); 
    Client.set("District", gene.DISTRICT); 
    Client.set("Po_box", gene.PO_BOX); 
    Client.set("Pobx_pcd", gene.POBX_PCD); 
    Client.set("Postl_code", gene.POSTL_CODE); 
    Client.set("Region", gene.REGION); 
    Client.set("Street", gene.STREET); 
    Client.set("Country", gene.COUNTRY); 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
    Client.set("Pobx_cty", gene.POBX_CTY); 
    Client.set("Langu", gene.LANGU); 
     
    //会社データをセット 
    Client.set("Comp_code", comp.COMP_CODE); 
    Client.set("Clerk", comp.CLERK); 
    Client.set("Hd_office", comp.HD_OFFICE); 
    Client.set("Alt_payee", comp.ALT_PAYEE); 
    Client.set("Cuvd_clear", comp.CUVD_CLEAR); 
    Client.set("Pmnttrms", comp.PMNTTRMS); 
    Client.set("Act_at_ven", comp.ACT_AT_VEN); 
    Client.set("Vend_user", comp.VEND_USER); 
    Client.set("Internet", comp.INTERNET); 
    Client.set("Fax", comp.FAX); 
 
    //銀行データをセット 
    list = objCon.getBankDataList();   ・・・ 説明4 
    Client.set("list", list); 
 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-3-2/result.js 

 
var strVendor; 
var strName; 
var strName_2; 
var strName_3; 
var strName_4; 
var strCity; 
var strDistrict; 
var strPo_box; 
var strPobx_pcd; 
var strPostl_code; 
var strRegion; 
var strStreet; 
var strCountry; 
var strPobx_cty; 
var strLangu; 
var strComp_code; 
var strClerk; 
var strHd_office; 
var strAlt_payee; 
var strCuvd_clear; 
var strPmnttrms; 
var strAct_at_ven; 
var strVend_user; 
var strInternet; 
var strFax; 
var listResult; 
var listCount; 
 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
function init(request) 
{ 
 
    //オブジェクトを取得 
    //一般データを取得 
    strVendor = Client.get("Vendor"); 
    strName = Client.get("Name"); 
    strName_2 = Client.get("Name_2"); 
    strName_3 = Client.get("Name_3"); 
    strName_4 = Client.get("Name_4"); 
    strCity = Client.get("City"); 
    strDistrict = Client.get("District"); 
    strPo_box = Client.get("Po_box"); 
    strPobx_pcd = Client.get("Pobx_pcd"); 
    strPostl_code = Client.get("Postl_code"); 
    strRegion = Client.get("Region"); 
    strStreet = Client.get("Street"); 
    strCountry = Client.get("Country"); 
    strPobx_cty = Client.get("Pobx_cty"); 
    strLangu = Client.get("Langu"); 
   
  //会社データを取得 
    strComp_code = Client.get("Comp_code"); 
    strClerk = Client.get("Clerk"); 
    strHd_office = Client.get("Hd_office"); 
    strAlt_payee = Client.get("Alt_payee"); 
    strCuvd_clear = Client.get("Cuvd_clear"); 
    strPmnttrms = Client.get("Pmnttrms"); 
    strAct_at_ven = Client.get("Act_at_ven"); 
    strVend_user = Client.get("Vend_user"); 
    strInternet = Client.get("Internet"); 
    strFax = Client.get("Fax"); 
     
    //銀行データを取得 
    listResult  = Client.get("list"); 
    listCount = listResult.length;   ・・・ 説明5 
     
} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-3-2/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> 
        ■仕入先詳細(結果)<BR><BR> 
        ■一般データ<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>名称 1</TH> 
                   <TH>名称 2</TH> 
                   <TH>名称 3</TH> 
                   <TH>名称 4</TH> 
                   <TH>市区町村</TH> 
                   <TH>所在地</TH> 
                   <TH>私書箱</TH> 
                   <TH>私書箱番号</TH> 
                   <TH>郵便番号</TH> 
                   <TH>地域 (都道府県)</TH> 
                   <TH>地名/番地-号</TH> 
                   <TH>国コード</TH> 
                   <TH>私書箱住所</TH> 
                   <TH>言語キー</TH> 
               </TR> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = strName></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strName_2></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strName_3></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strName_4></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strCity></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strDistrict></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPo_box></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPobx_pcd></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPostl_code></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strRegion></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strStreet></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strCountry></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPobx_cty></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strLangu></IMART></TD> 
               </TR> 
             </TABLE><BR> 
        ■会社コード依存データ<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>記帳担当者</TH> 
                   <TH>本店勘定コード</TH> 
                   <TH>代理受取人勘定コード</TH> 
                   <TH>得意先と仕入れ先間の相殺決済</TH> 
                   <TH>支払い条件キー</TH> 
                   <TH>仕入先での自社勘定コード</TH> 
                   <TH>仕入先担当者</TH> 
                   <TH>関係会社担当者のインターネットアドレス</TH> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
                   <TH>得意先/仕入先の経理担当者のファックスNo</TH> 
               </TR> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = strClerk></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strHd_office></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strAlt_payee></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strCuvd_clear></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strPmnttrms></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strAct_at_ven></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strVend_user></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strInternet></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strFax></IMART></TD> 
               </TR> 
            </TABLE><BR> 
        ■銀行データ(<IMART type="string" value=listCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>銀行国コード</TH> 
                   <TH>銀行コード</TH> 
                   <TH>講座番号</TH> 
                   <TH>預金種別</TH> 
                   <TH>取引先銀行タイプ</TH> 
                   <TH>回収権限</TH> 
                   <TH>銀行詳細の参照詳細</TH> 
               </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_CTRY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_KEY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_ACCT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.CTRL_KEY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.PARTNER_BK></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.COLL_AUTH></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BANK_REF></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
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【説明 1】仕入先詳細 取得 API のインスタンス生成 

              CreditorGetDetailController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に「仕入先」、第 2 引数に「会社コード」

を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して仕入先詳細を取得する処理が実行されます。 

 
        【説明 2】一般データを取得 

              CreditorGetDetailController クラスの getGeneralDataInfo メソッドを使用すると、取得した一般データを取得すること

が可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 3】会社データを取得 

              CreditorGetDetailController クラスの getCompanyDataInfo メソッドを使用すると、取得した会社データを取得するこ

とが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

         
        【説明 4】会社データを取得 

              CreditorGetDetailController クラスの getBankDataList メソッドを使用すると、取得した銀行データを取得することが

可能です。 

 
        【説明 5】銀行データの件数を取得 

              CreditorGetDetailController クラスの getBankDataList メソッドで取得した銀行データは、length で件数を取得する

ことが可能です。 
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5.4 WBS 情報取得 API 
 

5.4.1 ProjectGetInfoController 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 WBS 情報を取得する API が提供されています。WBS 情報

を 取 得 す る た め に は 、 ProjectGetInfoController ク ラ ス の 持 つ 各 メ ソ ッ ド を 利 用 す る 必 要 が あ り ま す 。

ProjectGetInfoController 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 ProjectGetInfoController コンストラクタ（引数無し） 

2 setProjectDefinition 
※第 1 引数あり 

プロジェクト定義識別キーに値を設定する。第 1 引数にプロジェクト定

義を識別するキーを設定します。 

3 setTblParam 
※第 1～4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2
引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

4 executeBapi No.2～3 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。 

5 getProjectDefinitionInfo プロジェクトについての詳細情報を取得する。 

6 getExpWbsElementList WBS 要素についての詳細情報を取得する。 

7 getExpWbsMilestoneList WBS マイルストーンに関する詳細情報を取得する。 

8 getExpWbsHierarchieList WBS 階層についての情報を取得する。 

9 getExpActivityList 活動に関する詳細情報を取得する。 
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5.4.2 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/tutorial5-４-2/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（WBS情報取得 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial5-4-2/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/tutorial5-４-2/im_sapapi.ｊｓ 

 
function execute(request){ 
 
 var objCon; 
 var project; 
 var activelist; 
 var elementlist; 
 var milelist; 
 var hieralist; 
  
    //インスタンス生成 
    //伝票ヘッダstructureの各項目に値を設定 
    objCon = new ProjectGetInfoController(); 
     
    //プロジェクトの定義 
    objCon.setProjectDefinition("2"); 
     
    //従属活動を設定します。 
    objCon.setWithActivities("X"); 
     
    //従属 WBS マイルストーンを設定します。 
    objCon.setWithMilestones("X"); 
     
    //サブプロジェクトを設定します。 
    //objCon.setWithSubtree("X"); 
     
    //テーブル型の項目に値をセット 
    //objCon.setTblParam("ImpWbsElement","wbs_element","21",1); 
     
    //検索実行 
    objResult =  objCon.executeBapi(); 
 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
 if(objResult["ERR_CODE"] != null){ 
  //エラーメッセージ出力 
  Debug.browse(objResult); 
 } 
  
 //オブジェクトをグローバル領域に保存 
 project = objCon.getProjectDefinitionInfo(); 
  
 //プロジェクト定義を識別するキーをセット 
 Client.set("Project_definition", project.PROJECT_DEFINITION); 
    Client.set("Description", project.DESCRIPTION); 
    Client.set("Mask_id", project.MASK_ID); 
    Client.set("Responsible_no", project.RESPONSIBLE_NO); 
    Client.set("Applicant_no",project.APPLICANT_NO); 
    Client.set("Comp_code",project.COMP_CODE); 
    Client.set("Bus_area",project.BUS_AREA); 
    Client.set("Controlling_area",project.CONTROLLING_AREA); 
    Client.set("Profit_ctr",project.PROFIT_CTR); 
    Client.set("Project_currency",project.PROJECT_CURRENCY); 
    Client.set("Project_currency_iso",project.PROJECT_CURRENCY_ISO); 
    Client.set("Network_assignment",project.NETWORK_ASSIGNMENT); 
    Client.set("Start",project.START); 
    Client.set("Finish",project.FINISH); 
    Client.set("Plant",project.PLANT); 
    Client.set("Calendar",project.CALENDAR); 
    Client.set("Plan_basic",project.PLAN_BASIC); 
    Client.set("Plan_fcst",project.PLAN_FCST); 
    Client.set("Time_unit",project.TIME_UNIT); 
    Client.set("Time_unit_iso",project.TIME_UNIT_ISO); 
    Client.set("Network_profile",project.NETWORK_PROFILE); 
    Client.set("Project_profile",project.PROJECT_PROFILE); 
    Client.set("Budget_profile",project.BUDGET_PROFILE); 
    Client.set("Project_stock",project.PROJECT_STOCK); 
    Client.set("Objectclass",project.OBJECTCLASS); 
    Client.set("Statistical",project.STATISTICAL); 
    Client.set("Taxjurcode",project.TAXJURCODE); 
    Client.set("Int_profile",project.INT_PROFILE); 
    Client.set("Wbs_sched_profile",project.WBS_SCHED_PROFILE); 
    Client.set("Csh_bdgt_profile",project.CSH_BDGT_PROFILE); 
    Client.set("Plan_profile",project.PLAN_PROFILE); 
    Client.set("Joint_venture",project.JOINT_VENTURE); 
    Client.set("Recovery_ind",project.RECOVERY_IND); 
    Client.set("Equity_type",project.EQUITY_TYPE); 
    Client.set("Jv_object_type",project.JV_OBJECT_TYPE); 
    Client.set("Jv_jib_class",project.JV_JIB_CLASS); 
    Client.set("Jv_jib_sub_class_a",project.JV_JIB_SUB_CLASS_A); 
    Client.set("Deletion_flag",project.DELETION_FLAG); 
    Client.set("Objectclass_ext",project.OBJECTCLASS_EXT); 
    Client.set("Func_area",project.FUNC_AREA); 
    Client.set("Func_area_long",project.FUNC_AREA_LONG); 
  
 //WBS 要素についての詳細情報をセットする 
 elementlist = objCon.getExpWbsElementList(); 
    Client.set("elementlist", elementlist); 
  
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
 //WBS マイルストーンに関する詳細情報をセットする 
    milelist = objCon.getExpWbsMilestoneList(); 
    Client.set("milelist", milelist); 
  
 //WBS 階層についての情報をセットする 
    hieralist = objCon.getExpWbsHierarchieList(); 
    Client.set("hieralist", hieralist); 
     
    //活動に関する詳細情報をセットする 
    activelist = objCon.getExpActivityList(); 
    Client.set("activelist", activelist); 
 
} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-４-2/result.js 

 
var strProject_definition; 
var strDescription; 
var strMask_id; 
var strResponsible_no; 
var strApplicant_no; 
var strComp_code; 
var strBus_area; 
var strControlling_area; 
var strProfit_ctr; 
var strProject_currency; 
var strProject_currency_iso; 
var strNetwork_assignment; 
var strStart; 
var strFinish; 
var strPlant; 
var strCalendar; 
var strPlan_basic; 
var strPlan_fcst; 
var strTime_unit; 
var strTime_unit_iso; 
var strNetwork_profile; 
var strProject_profile; 
var strBudget_profile; 
var strProject_stock; 
var strObjectclass; 
var strStatistical; 
var strTaxjurcode; 
var strInt_profile; 
var strWbs_sched_profile; 
var strCsh_bdgt_profile; 
var strPlan_profile; 
var strJoint_venture; 
var strRecovery_ind; 
var strEquity_type; 
var strJv_object_type; 
var strJv_jib_class; 
var strJv_jib_sub_class_a; 
var strDeletion_flag; 
var strObjectclass_ext; 
var strFunc_area; 
var strFunc_area_long; 
var elementList; 
var mileList; 
var hieraList; 
var activeList; 
 
function init(request) 
{ 
 
    //オブジェクトを取得 
    //プロジェクト定義データを取得 
    strProject_definition = Client.get("Project_definition"); 
    strDescription = Client.get("Description"); 
    strMask_id = Client.get("Mask_id"); 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
    strResponsible_no = Client.get("Responsible_no"); 
    strApplicant_no = Client.get("Applicant_no"); 
    strComp_code = Client.get("Comp_code"); 
    strBus_area = Client.get("Bus_area"); 
    strControlling_area = Client.get("Controlling_area"); 
    strProfit_ctr = Client.get("Profit_ctr"); 
    strProject_currency = Client.get("Project_currency"); 
    strProject_currency_iso = Client.get("Project_currency_iso"); 
    strNetwork_assignment = Client.get("Network_assignment"); 
    strStart = Client.get("Start"); 
    strFinish = Client.get("Finish"); 
    strPlant = Client.get("Plant"); 
    strCalendar = Client.get("Calendar"); 
    strPlan_basic = Client.get("Plan_basic"); 
    strPlan_fcst = Client.get("Plan_fcst"); 
    strTime_unit = Client.get("Time_unit"); 
    strTime_unit_iso = Client.get("Time_unit_iso"); 
    strNetwork_profile = Client.get("Network_profile"); 
    strProject_profile = Client.get("Project_profile"); 
    strBudget_profile = Client.get("Budget_profile"); 
    strProject_stock = Client.get("Project_stock"); 
    strObjectclass = Client.get("Objectclass"); 
    strStatistical = Client.get("Statistical"); 
    strTaxjurcode = Client.get("Taxjurcode"); 
    strInt_profile = Client.get("Int_profile"); 
    strWbs_sched_profile = Client.get("Wbs_sched_profile"); 
    strCsh_bdgt_profile = Client.get("Csh_bdgt_profile"); 
    strPlan_profile = Client.get("Plan_profile"); 
    strJoint_venture = Client.get("Joint_venture"); 
    strRecovery_ind = Client.get("Recovery_ind"); 
    strEquity_type = Client.get("Equity_type"); 
    strJv_object_type = Client.get("Jv_object_type"); 
    strJv_jib_class = Client.get("Jv_jib_class"); 
    strJv_jib_sub_class_a = Client.get("Jv_jib_sub_class_a"); 
    strDeletion_flag = Client.get("Deletion_flag"); 
    strObjectclass_ext = Client.get("Objectclass_ext"); 
    strFunc_area = Client.get("Func_area"); 
    strFunc_area_long = Client.get("Func_area_long"); 
     
    //WBS 要素についての詳細情報一覧を取得 
    elementList  = Client.get("elementlist"); 
    elementlistCount = elementList.length; 
   
    //WBS マイルストーンに関する詳細情報一覧を取得 
    mileList  = Client.get("milelist"); 
    milelistCount = mileList.length; 
     
    //WBS 階層についての情報一覧を取得 
    hieraList  = Client.get("hieralist"); 
    hieralistCount = hieraList.length; 
     
    //活動に関する詳細情報一覧を取得 
    activeList  = Client.get("activelist"); 
    activelistCount = activeList.length;     
} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-４-2/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> 
        ■WBS情報取得(結果)<BR><BR> 
        ■プロジェクト定義データ<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プロジェクト定義</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strProject_definition></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>PS: テキスト(短)(第一テキスト行)</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strDescription></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>WBS 要素 ID(短)の選択マスク</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strMask_id></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>責任者番号 (プロジェクト責任者)</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strResponsible_no></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>申請者番号</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strApplicant_no></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>会社コード</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strComp_code></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>事業領域</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strBus_area></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>管理領域</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strControlling_area></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>利益センタ</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strProfit_ctr></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>WBS通貨(プロジェクト定義)</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strProject_currency></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>ISO通貨コード</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strProject_currency_iso></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>ネットワーク割当</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strNetwork_assignment></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プロジェクト計画開始日付</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strStart></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プロジェクトの計画終了日</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strFinish></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プラント</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strPlant></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>稼働日カレンダ</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strCalendar></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プロジェクト基準日付計画方法</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strPlan_basic></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プロジェクト予測日付の計画方法</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strPlan_fcst></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>時間計画単位</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strTime_unit></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>単位のISOコード</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strTime_unit_iso></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>ネットワークプロファイル</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strNetwork_profile></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プロジェクトプロファイル</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strProject_profile></IMART></TD></TR> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>予算プロファイル</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strBudget_profile></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プロジェクト在庫</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strProject_stock></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>対象クラス</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strObjectclass></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>統計WBS要素</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strStatistical></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>税計算管轄コード�税管轄コード</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strTaxjurcode></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>プロジェクト/指図金利計算の金利プロファイル
</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strInt_profile></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>WBS 日程計画のプロファイル</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strWbs_sched_profile></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>資金計画プロファイル</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strCsh_bdgt_profile></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>計画プロファイル</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strPlan_profile></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>ジョイントベンチャ</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strJoint_venture></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>リカバリフラグ</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strRecovery_ind></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>時分タイプ</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strEquity_type></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>ジョイントベンチャ対象タイプ</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strJv_object_type></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>JIB/JIBE クラス</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strJv_jib_class></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>JIB/JIBE サブクラスA</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strJv_jib_sub_class_a></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>削除フラグ</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strDeletion_flag></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>オブジェクトクラス、言語依存</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strObjectclass_ext></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>機能領域</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strFunc_area></IMART></TD></TR> 
                   <TR><TD bgcolor="#00ffff"><STRONG>機能領域(長)</STRONG></TD> 
                       <TD><IMART type="string" value = strFunc_area_long></IMART></TD></TR> 
           </TABLE><BR> 
       ■WBS 要素についての詳細情報一覧(<IMART type="string" value=elementlistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>WBS要素</TH> 
                   <TH>プロジェクト定義</TH> 
                   <TH>PS: テキスト(短)(第一テキスト行)</TH> 
                   <TH>WBS 要素 ショート ID</TH> 
                   <TH>責任者番号 (プロジェクト責任者)</TH> 
                   <TH>申請者番号</TH> 
                   <TH>会社コード</TH> 
               </TR> 
           <IMART type="repeat" list=elementList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.WBS_ELEMENT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.PROJECT_DEFINITION></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.SHORT_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.RESPONSIBLE_NO></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.APPLICANT_NO></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.COMP_CODE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.BUS_AREA></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
        ■WBS マイルストーンに関する詳細情報一覧(<IMART type="string" value=milelistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>マイルストーン番号</TH> 
                   <TH>WBS要素</TH> 
                   <TH>マイルストーン用途</TH> 
                   <TH>テキスト</TH> 
                   <TH>マイルストーン計画日(基準)</TH> 
                   <TH>マイルストーン計画時間(基準)</TH> 
                   <TH>マイルストーン計画日(予測)</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=mileList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.MILESTONE_NUMBER></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.WBS_ELEMENT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.MILESTONE_USAGE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.DESCRIPTION></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = 
record.SCHED_MILESTONE_DATE_BASIC></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = 
record.SCHED_MILESTONE_TIME_BASIC></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = 
record.SCHED_MILESTONE_DATE_FORECAST></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
        ■WBS 階層についての情報一覧(<IMART type="string" value=hieralistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>WBS要素</TH> 
                   <TH>プロジェクト定義</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=hieraList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>     
                   <TD><IMART type="string" value = record.WBS_ELEMENT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.PROJECT_DEFINITION></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
        ■活動に関する詳細情報一覧(<IMART type="string" value=activelistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>ネットワーク番号</TH> 
                   <TH>ネットワーク/標準ネットワークの活動番号</TH> 
                   <TH>管理キー</TH> 
                   <TH>作業区</TH> 
                   <TH>プラント</TH> 
                   <TH>作業テキスト(短)</TH> 
                   <TH>仕入先または債権者の勘定コード</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=activeList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>     
                   <TD><IMART type="string" value = record.NETWORK></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.ACTIVITY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.CONTROL_KEY></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.WORK_CNTR></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.PLANT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.DESCRIPTION></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.VENDOR_NO></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
    </BODY> 
</HTML> 
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【説明 1】WBS 情報取得 API のインスタンス生成 

              ProjectGetInfoController 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

呼び出して WBS 情報を取得する処理が実行されます。 

 
        【説明 2】プロジェクトの定義を設定 

              プロジェクト定義に識別キーを設定する場合は、setProjectDefinition メソッドを使用します。引数に識別キーを設

定します。 

 
        【説明 3】table に値を設定 

              table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名、第 3 引数にセットする値、第 4 引数にレコード番号を設定します。 

         
        【説明 4】検索の実行 

              ProjectGetInfoController クラスの execute メソッドを使用すると、各項目に設定した条件に紐づくデータのみを取得

します。 

 
        【説明 5】プロジェクトについての詳細情報を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getProjectDefinitionInfo メソッドを使用すると、プロジェクトについての詳細情報

を取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 6】WBS 要素についての詳細情報を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getExpWbsElementList メソッドを使用すると、WBS 要素についての詳細情報を

取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 7】WBS マイルストーンに関する詳細情報を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getExpWbsMilestoneList メソッドを使用すると、WBS マイルストーンに関する詳

細情報を取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 8】WBS 階層についての情報を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getExpWbsHierarchieList メソッドを使用すると、WBS 階層についての情報を取

得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 9】活動に関する詳細情報を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getExpActivityList メソッドを使用すると、活動に関する詳細情報を取得すること

が可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 10】WBS 要素についての詳細情報の件数を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getExpWbsElementList メソッドで取得した WBS 要素についての詳細情報は、

length で件数を取得することが可能です 
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【説明 11】WBS マイルストーンに関する詳細情報の件数を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getExpWbsMilestoneList メソッドで取得した WBS マイルストーンに関する詳細

情報は、length で件数を取得することが可能です。 

 
        【説明 12】WBS 階層についての情報の件数を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getExpWbsHierarchieList メソッドで取得した WBS 階層についての情報は、

length で件数を取得することが可能です。 

 
        【説明 13】活動に関する詳細情報の件数を取得 

              ProjectGetInfoController クラスの getExpActivityList メソッドで取得した活動に関する詳細情報は、length で件数

を取得することが可能です。 
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5.5 内部指図書詳細 取得 API 

5.5.1 InternalOrderGetDetailController 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 上から内部指図書詳細の情報を取得する API が提供されていま

す。内部指図書詳細の情報を取得するためには、InternalOrderGetDetailController クラスの持つ各メソッドを利用

する必要があります。InternalOrderGetDetailController 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 InternalOrderGetDetailController 
※第１、第 2 引数あり 

コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第１引数で「指図番号」、第２引数

で「ステータスおよび業務トランザクションテキストの言語」（任意入

力）を設定した場合、引数に紐付く情報のみ、No2～5 のメソッドにて

取得することができるようになる。 
 

2 getMasterData 指図のマスタデータ構造を取得する。 

3 getSystemStatusList システムステータステーブルを取得する。 

4 getUserStatusList ユーザステータス/指図ステータステーブルを取得する。 

5 getAllowedBusTractList 使用可能業務トランザクションのテーブルを取得する。 
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5.5.2 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/tutorial5-5-2/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（内部指図書詳細取得 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial5-5-2/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/tutorial5-5-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
    var list; 
    var gene; 
    var comp; 
    //インスタンス生成 
    objCon = new InternalOrderGetDetailController("000000100000", "");   ・・・ 説明1 
     
    if(objCon["ERR_CODE"] != null){ 
        //エラーメッセージ出力 
        Debug.browse(objCon); 
    } 
     
    //指図のマスタデータ構造を取得 
    master = objCon.getMasterData();   ・・・ 説明2 
 
    //指図のマスタデータ構造をセット 
    Client.set("Order", master.ORDER); 
    Client.set("Order_type", master.ORDER_TYPE); 
    Client.set("Order_name", master.ORDER_NAME); 
    Client.set("Ext_ord_no", master.EXT_ORD_NO); 
    Client.set("Object_no", master.OBJECT_NO); 
    Client.set("Co_area", master.CO_AREA); 
    Client.set("Comp_code", master.COMP_CODE); 
    Client.set("Bus_area", master.BUS_AREA); 
    Client.set("Plant", master.PLANT); 
    Client.set("Profit_ctr", master.PROFIT_CTR); 
    Client.set("Respcctr", master.RESPCCTR); 
    Client.set("Wbs_elem", master.WBS_ELEM); 
    Client.set("Wbs_element_ext", master.WBS_ELEMENT_EXT); 
 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
    //システムステータステーブルをセット 
   systemlist = objCon.getSystemStatusList();   ・・・ 説明3 
    Client.set("systemlist", systemlist); 
    
    //ユーザステータス/指図ステータステーブルをセット 
    userlist = objCon.getUserStstusList();   ・・・ 説明4 
    Client.set("userlist", userlist); 
    
    //使用可能業務トランザクションのテーブルをセット 
    allowedlist = objCon.getAllowedBusTractList();   ・・・ 説明5 
    Client.set("allowedlist", allowedlist); 
    
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-5-2/result.js 

 
var strOrder; 
var strOrder_type; 
var strOrder_name; 
var strExt_ord_no; 
var strObject_no; 
var strCo_area; 
var strComp_code; 
var strBus_area; 
var strPlant; 
var strProfit_ctr; 
var strRespcctr; 
var strWbs_elem; 
var strWbs_element_ext; 
var systemList; 
var systemlistCount; 
var userList; 
var userlistCount; 
var allowedList; 
var allowedlistCount; 
 
function init(request) 
{ 
 
    //オブジェクトを取得 
    //指図のマスタデータ構造を取得 
    strOrder = Client.get("Order"); 
    strOrder_type = Client.get("Order_type"); 
    strOrder_name = Client.get("Order_name"); 
    strExt_ord_no = Client.get("Ext_ord_no"); 
    strObject_no = Client.get("Object_no"); 
    strCo_area = Client.get("Co_area"); 
    strComp_code = Client.get("Comp_code"); 
    strBus_area = Client.get("Bus_area"); 
    strPlant = Client.get("Plant"); 
    strProfit_ctr = Client.get("Profit_ctr"); 
    strRespcctr = Client.get("Respcctr"); 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
    strWbs_elem = Client.get("Wbs_elem"); 
    strWbs_element_ext = Client.get("Wbs_element_ext"); 
     
    //システムステータステーブルを取得 
    systemList  = Client.get("systemlist"); 
    systemlistCount = systemList.length;   ・・・ 説明6 
     
    //ユーザステータス/指図ステータステーブルを取得 
    userList  = Client.get("userlist"); 
    userlistCount = userList.length;   ・・・ 説明7 
     
    //使用可能業務トランザクションのテーブルを取得 
    allowedList  = Client.get("allowedlist"); 
    allowedlistCount = allowedList.length;   ・・・ 説明8 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-5-2/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> 
        ■内部指図書詳細(結果)<BR><BR> 
        ■指図のマスタデータ構造<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>指図番号</TH> 
                   <TH>販売伝票タイプ</TH> 
                   <TH>テキスト</TH> 
                   <TH>外部指図番号</TH> 
                   <TH>対象番号</TH> 
                   <TH>管理領域</TH> 
                   <TH>会社コード</TH> 
                   <TH>事業領域</TH> 
                   <TH>プラント</TH> 
                   <TH>利益センタ</TH> 
                   <TH>責任原価センタ</TH> 
                   <TH>作業詳細項目要素 (WBS 要素)</TH> 
                   <TH>WBS 要素</TH> 
               </TR> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = strOrder></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strOrder_type></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strOrder_name></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strExt_ord_no></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strObject_no></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strCo_area></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strComp_code></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strBus_area></IMART></TD> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
                   <TD><IMART type="string" value = strPlant></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strProfit_ctr></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strRespcctr></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strWbs_elem></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strWbs_element_ext></IMART></TD>             
               </TR> 
             </TABLE><BR> 
        ■システムステータステーブル(<IMART type="string" value=systemlistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>システムステータス</TH> 
                   <TH>オブジェクトの個別ステータス (簡略形式)</TH> 
                   <TH>オブジェクトステータス</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=systemList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.SYS_STATUS></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.SY_ST_TEXT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.SY_ST_DSCR></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
        ■ユーザステータス/指図ステータステーブル(<IMART type="string" value=userlistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>ステータスプロファイル</TH> 
                   <TH>ユーザステータス</TH> 
                   <TH>ステータス番号</TH> 
                   <TH>オブジェクトの個別ステータス (簡略形式)</TH> 
                   <TH>オブジェクトステータス</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=userList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.STAT_PROF></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.USR_STATUS></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.US_ST_NUMB></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.US_ST_TEXT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.US_ST_DSCR></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
        ■使用可能業務トランザクションのテーブル(<IMART type="string" value=allowedlistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>取引</TH> 
                   <TH>テキスト (30 文字)</TH> 
 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=allowedList item="record" index="idx"> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.TRANS></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.DESCRIPT></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 

 

         
【説明 1】内部指図書詳細 取得 API のインスタンス生成 

              InternalOrderGetDetailController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に「指図番号」、第 2 引数に「ステー

タスおよび業務トランザクションテキストの言語」を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して内部

指図書詳細を取得する処理が実行されます。 

 
        【説明 2】マスタデータ構造を取得 

              InternalOrderGetDetailController クラスの getMasterData メソッドを使用すると、取得した指図のマスタデータ構造

を取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 3】システムステータステーブルを取得 

              InternalOrderGetDetailController クラスの getSystemStatusList メソッドを使用すると、取得したシステムステータス

テーブルを取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

         
        【説明 4】ユーザステータス/指図ステータステーブルを取得 

              InternalOrderGetDetailController クラスの getUserStatusList メソッドを使用すると、取得したユーザステータス/指図

ステータステーブルを取得することが可能です。 

 
        【説明 5】使用可能業務トランザクションのテーブルを取得 

              InternalOrderGetDetailController クラスの getAllowedBusTractList メソッドを使用すると、取得した使用可能業務ト

ランザクションのテーブルを取得することが可能です。 

 
        【説明 6】システムステータステーブルの件数を取得 

              InternalOrderGetDetailController クラスの getSystemStatusList メソッドで取得したシステムステータステーブルは、

length で件数を取得することが可能です。 

 
        【説明 7】ユーザステータス/指図ステータステーブルの件数を取得 

              InternalOrderGetDetailController クラスの getUserStatusList メソッドで取得したユーザステータス/指図ステータステ

ーブルは、length で件数を取得することが可能です。 

 
        【説明 8】使用可能業務トランザクションのテーブルの件数を取得 

              InternalOrderGetDetailController クラスの getAllowedBusTractList メソッドで取得した使用可能業務トランザクショ

ンのテーブルは、length で件数を取得することが可能です。 
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5.6 内部指図書（一覧） 取得 API 
 

5.6.1 InternalOrderGetListController 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 上から内部指図書（一覧）の情報を取得する API が提供されてい

ます。内部指図書（一覧）の情報を取得するためには、InternalOrderGetListController クラスの持つ各メソッドを利

用する必要があります。InternalOrderGetListController 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 InternalOrderGetListController 
※第１、第 2 引数あり 

コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第１引数に「管理領域」、第２引数

に「責任原価センタ」、第 3 引数に「指図タイプ」、第 4 引数に「指図番

号（個別値、または下限値）」、第 5 引数に「指図番号（上限値）第 6
引数に「外部指図番号（個別値、または下限値）」第 7 引数に「外部

指図番号（上限値）」を設定した場合、引数に紐付く情報のみ、No2
のメソッドにて取得することができるようになる。 
 

2 getOrderListList 選択指図一覧を取得する。 
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5.6.2 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/tutorial5-6-2/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（内部指図書(一覧)取得 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial5-6-2/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/tutorial5-6-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
    var list; 
 
    //インスタンス生成 
    objCon =  
    new InternalOrderGetListController("1000", "", "0100", "", "", "", "");   ・・・ 説明1 
     

// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

       //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

    } 
     
   //選択指図一覧をセット 
   list = objCon.getOrderListList();   ・・・ 説明2 
   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/tutorial5-6-2/result.js 

 
var list; 
var count; 
 
function init(request) 
{ 
 
    //選択指図一覧を取得 
    list  = Client.get("list"); 
    count = list.length;   ・・・ 説明3 
     
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-6-2/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> 
        ■内部指図書(一覧)(結果)<BR><BR> 
        ■選択指図一覧(<IMART type="string" value=count></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>指図番号</TH> 
                   <TH>対象番号</TH> 
                   <TH>販売伝票タイプ</TH> 
                   <TH>テキスト</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=list item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.ORDER></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.OBJECT_NO></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.ORDER_TYPE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.ORDER_NAME></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
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        【説明 1】内部指図書（一覧）取得 API のインスタンス生成 

              InternalOrderGetListController クラスのインスタンスを生成します。第１引数に「管理領域」、第２引数に「責任原価

センタ」、第 3 引数に「指図タイプ」、第 4 引数に「指図番号（個別値、または下限値）」、第 5 引数に「指図番号（上

限値）第 6 引数に「外部指図番号（個別値、または下限値）」第 7 引数に「外部指図番号（上限値）」を設定します。

インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して内部指図書（一覧）を取得する処理が実行されます。 

 
        【説明 2】内部指図書（一覧）を取得 

              InternalOrderGetListController クラスの getOrderListList メソッドを使用すると、取得した内部指図書一覧を取得す

ることが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 3】内部指図書（一覧）の件数を取得 

              InternalOrderGetListController クラスの getOrderListList メソッドで取得した内部指図書（一覧）は、length で件数を

取得することが可能です。 
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5.7 利益センタグループ 取得 API 

5.7.1 ProfitCenterGrpGetDetailController 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 上から利益センタグループ配下の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、ProfitCenterGrpGetDetailController クラスの持

つ各メソッドを利用する必要があります。ProfitCenterGrpGetDetailController 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 ProfitCenterGrpGetDetailController
※第１、第 2 引数あり 

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」

配下の原価センタの内、第２引数で指定したグループ名で有効な利

益センタの情報のみ、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 getHierarchyNodesList 階層ノード一覧を取得する。 

3 getHierarchyValuesList 階層値一覧を取得する。 
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5.7.2 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/tutorial5-7-2/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（利益センタグループ API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial5-7-2/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/tutorial5-7-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
    var nodeslist; 
    var valueslist; 
 
    //インスタンス生成 
    objCon = new ProfitCenterGrpGetDetailController("1000", "1000");    ・・・ 説明1 
     

// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

       //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

    } 
 
    //階層ノード一覧 
    nodeslist = objCon.getHierarchyNodesList();    ・・・ 説明2 
    Client.set("nodeslist", nodeslist); 
     
    //階層値一覧 
    valueslist = objCon.getHierarchyValuesList();    ・・・ 説明3 
    Client.set("valueslist", valueslist); 
 
} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-7-2/result.js 

 
var nodesList; 
var nodeslistCount; 
var valuesList; 
var valueslistCount; 
 
function init(request) 
{ 
 
    //階層ノード一覧を取得 
    nodesList  = Client.get("nodeslist"); 
    nodeslistCount = nodesList.length;    ・・・ 説明4 
     
    //階層値一覧を取得 
    valuesList  = Client.get("valueslist"); 
    valueslistCount = valuesList.length;    ・・・ 説明5 
     
} 

 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-7-2/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> 
        ■利益センタグループ(結果)<BR><BR> 
        ■階層ノード一覧(<IMART type="string" value=nodeslistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>グループ名</TH> 
                   <TH>階層のエントリレベル</TH> 
                   <TH>階層ノード内の値の値数</TH> 
                   <TH>グループテキスト(短)</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=nodesList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.GROUPNAME></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.HIERLEVEL></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.VALCOUNT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.DESCRIPT></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 

■階層値一覧(<IMART type="string" value=valueslistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>利益センタFROM</TH> 
                   <TH>利益センタTO</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=valuesList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.VALFROM></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.VALTO></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 

 

 
        【説明 1】利益センタグループ API のインスタンス生成 

              ProfitCenterGrpGetDetailController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に照会する管理領域、第 2 引数

にグループ名を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して利益センタグループを取得する処理

が実行されます。 

 
        【説明 2】階層ノード一覧を取得 

              ProfitCenterGrpGetDetailController クラスの getHierarchyNodesList メソッドを使用すると、取得した利益センタの

階層ノード一覧を取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 3】階層値一覧を取得 

              ProfitCenterGrpGetDetailController クラスの getHierarchyValuessList メソッドを使用すると、取得した利益センタの

階層値一覧を取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

         
        【説明 4】階層ノード一覧の件数を取得 

              ProfitCenterGrpGetDetailController クラスの getHierarchyNodesList 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。 

 
        【説明 5】階層値一覧の件数を取得 

              ProfitCenterGrpGetDetailController クラスの getHierarchyValuessList 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。 
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5.8 原価センタグループ 取得 API 

5.8.1 CostCenterGroupGetDetailController 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 上から原価センタグループ配下の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、CostCenterGroupGetDetailController クラスの

持つ各メソッドを利用する必要があります。CostCenterGroupGetDetailController 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 CostCenterGroupGetDetailController※
※第１、第 2 引数あり 

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」配下の原価センタの内、第２引数で指定したグループ名で有

効な原価センタの情報のみ、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 getHierarchyNodesList 階層ノード一覧を取得する。 

3 getHierarchyValuesList 階層値一覧を取得する。 
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5.8.2 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/tutorial5-8-2/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（原価センタグループ API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial5-8-2/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/tutorial5-8-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
    var nodeslist; 
    var valueslist; 
 
    //インスタンス生成 
    objCon = new CostCenterGroupGetDetailController("1000", "2000");    ・・・ 説明1 
 

// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

       //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

    } 
    
   //階層ノード一覧をセット 
   nodeslist = objCon.getHierarchyNodesList();    ・・・ 説明2 
   Client.set("nodeslist", nodeslist); 
     
   //階層値一覧をセット 
   valueslist = objCon.getHierarchyValuesList();    ・・・ 説明3 
   Client.set("valueslist", valueslist); 
 
} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-8-2/result.js 

 
var nodesList; 
var nodeslistCount; 
var valuesList; 
var valueslistCount; 
 
function init(request) 
{ 
     
    //階層ノード一覧を取得 
    nodesList  = Client.get("nodeslist"); 
    nodeslistCount = nodesList.length;    ・・・ 説明4 
     
    //階層値一覧を取得 
    valuesList  = Client.get("valueslist"); 
    valueslistCount = valuesList.length;    ・・・ 説明5 
    valueslistCount = valuesList.length; 
     
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-8-2/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> 
        ■原価センタグループ(結果)<BR><BR> 
        ■階層ノード一覧(<IMART type="string" value=nodeslistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
                   <TH>グループ名</TH> 
                   <TH>階層のエントリレベル</TH> 
                   <TH>階層ノード内の値の値数</TH> 
                   <TH>グループテキスト(短)</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=nodesList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.GROUPNAME></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.HIERLEVEL></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.VALCOUNT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.DESCRIPT></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
        ■階層値一覧(<IMART type="string" value=valueslistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No</TH> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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・・・ (前ページより) ・・・ 
 

                   <TH>利益センタFROM</TH> 
                   <TH>利益センタTO</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=valuesList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = idx></IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="string" value = record.VALFROM></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = record.VALTO></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 

 

 
        【説明 1】原価センタグループ API のインスタンス生成 

              CostCenterGroupGetDetailController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に照会する管理領域、第 2 引数

にグループ名を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して原価センタグループを取得する処理

が実行されます。 

 
        【説明 2】階層ノード一覧を取得 

              CostCenterGroupGetDetailController クラスの getHierarchyNodesList メソッドを使用すると、取得した原価センタの

階層ノード一覧を取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
        【説明 3】階層値一覧を取得 

              CostCenterGroupGetDetailController クラスの getHierarchyValuesList メソッドを使用すると、取得した原価センタの

階層値一覧を取得することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

         
        【説明 4】階層ノード一覧の件数を取得 

              CostCenterGroupGetDetailController クラスの getHierarchyNodesList 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。 

 
        【説明 5】階層値一覧の件数を取得 

              CostCenterGroupGetDetailController クラスの getHierarchyValuessList 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。 
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5.9 為替換算レート 取得 API 

5.9.1 ExchangeRateGetDetailController 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 上から為替換算レートの情報を取得する API が提供されています。

為替換算レートの情報を取得するためには、ExchangeRateGetDetailController クラスの持つ各メソッドを利用する

必要があります。ExchangeRateGetDetailController 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 ExchangeRateGetDetailController※
※第１、第 2、第 3、第 4 引数あり 

コンストラクタ（第１、第２引数あり）。第 1 引数で「換算レートタイプ」、

第 2 引数で「換算前通貨」、第 3 引数で「換算後通貨」、第 4 引数で

「起算日」の設定を行った場合、引数に紐づく情報のみ、No2 のメソ

ッドにて取得することができるようになる。 
 

2 getExchRate 換算レート、係数 (通貨ペア)を取得します。 

5.9.2 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/tutorial5-9-2/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（為替換算レート取得 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial5-9-2/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/tutorial5-9-2/im_sapapi.ｊｓ 

 
function execute(request){ 
 
    var objCon; 
    var exch; 
 
 
    //インスタンス生成 
    objCon = new ExchangeRateGetDetailController("M", "JPY", "CAD", "20010101");   ・・・ 説明1 
     

// コンストラクタでのエラーチェック 
if (objCon.getErrCode() != "0"){ 

       //エラーメッセージ出力 
Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 

    } 
     
    //オブジェクトをグローバル領域に保存 
     exch = objCon.getExchRate();   ・・・ 説明2 
 
    //換算レート、係数 (通貨ペア)ををセット 
    Client.set("Rate_type", exch.RATE_TYPE); 
    Client.set("From_curr", exch.FROM_CURR); 
    Client.set("To_currncy", exch.TO_CURRNCY); 
    Client.set("Valid_from", exch.VALID_FROM); 
    Client.set("Exch_rate", exch.EXCH_RATE); 
    Client.set("From_factor", exch.FROM_FACTOR); 
    Client.set("To_factor", exch.TO_FACTOR); 
    Client.set("Exch_rate_v", exch.EXCH_RATE_V); 
    Client.set("From_factor_v", exch.FROM_FACTOR_V); 
    Client.set("To_factor_v", exch.TO_FACTOR_V); 
 
} 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-9-2/result.js 

 
var strRate_type; 
var strFrom_curr; 
var strTo_currncy; 
var strValid_from; 
var strExch_rate; 
var strFrom_factor; 
var strTo_factor; 
var strExch_rate_v; 
var strFrom_factor_v; 
var strTo_factor_v; 
 
function init(request) 
{ 
 
    //オブジェクトを取得 
    //換算レート、係数 (通貨ペア)を取得 
    strRate_type = Client.get("Rate_type"); 
    strFrom_curr = Client.get("From_curr"); 
    strTo_currncy = Client.get("To_currncy"); 
    strValid_from = Client.get("Valid_from"); 
    strExch_rate = Client.get("Exch_rate"); 
    strFrom_factor = Client.get("From_factor"); 
    strTo_factor = Client.get("To_factor"); 
    strExch_rate_v = Client.get("Exch_rate_v"); 
    strFrom_factor_v = Client.get("From_factor_v"); 
    strTo_factor_v = Client.get("To_factor_v"); 
     
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial5-9-2/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> 
        ■為替換算レート(結果)<BR><BR> 
        ■換算レート、係数 (通貨ペア)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>換算レートタイプ</TH> 
                   <TH>換算前通貨</TH> 
                   <TH>換算後通貨</TH> 
                   <TH>エントリの有効開始日</TH> 
                   <TH>直接呼び値換算レート</TH> 
                   <TH>換算前 通貨単位の係数</TH> 
                   <TH>換算後 通貨単位の係数</TH> 
                   <TH>間接呼び値換算レート</TH> 
                   <TH>換算前 通貨単位の係数</TH> 
                   <TH>換算後 通貨単位の係数</TH> 
 
        ・・・ (次ページへ) ・・・ 
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        ・・・ (前ページより) ・・・ 
 
               </TR> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="string" value = strRate_type></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strFrom_curr></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strTo_currncy></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strValid_from></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strExch_rate></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strFrom_factor></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strTo_factor></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strExch_rate_v></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strFrom_factor_v></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="string" value = strTo_factor_v></IMART></TD> 
               </TR> 
             </TABLE><BR> 
    </BODY> 
</HTML> 

 

 
        【説明 1】為替換算レート取得 API のインスタンス生成 

              ExchangeRateGetDetailController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に照会する換算レートタイプ、第 2

引数に換算前通貨、第 3 引数に換算後通貨、第 4 引数に起算日を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI

を呼び出して為替換算レートを取得する処理が実行されます。 

 
        【説明 2】為替換算レート一覧を取得 

              ExchangeRateGetDetailController クラスの getExchRate メソッドを使用すると、取得した為替換算レート一覧を取得

することが可能です。 

              項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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6 販売業務向け API 

6.1 販売業務向け API について 

6.1.1 販売管理の業務フローについて 
 

■販売業務向け API は、以下の業務モデルフローをベースに作成されております。 

 

 
 
但し、上記処理のうち、『出荷処理』、『ピッキング処理』、『一括出庫処理』 については、販売業務向け API には

含まれておりません。業務フローを完成させるためには各処理を、SAP R/3 上で個別に行う必要がありますのでご

注意ください。 

 
『出荷処理』、『ピッキング処理』、『一括出庫処理』 各処理の実行方法としては次のようになります。 

例 1：SAP R/3 のジョブスケジュールによる一括処理（SD/MM のカスタマイズが必要） 

例 2：業務担当者による SAP R/3 GUI を使ったオペレーションによる処理 

 

6.1.2 販売管理の SAP R/3 カスタマイズについて 
 
         販売業務向け API のサンプルプログラム動作には SAP R/3 の SD/MM カスタマイズが必要となります。 

主なカスタマイズ内容は次の通りとなります。 

 
１．カスタマイズ内容 

（１）SD：価格決定表追加 

（２）SD 組織：プラント⇒販売組織／流通チャネルの割当 

（３）SD 組織：出荷プラント 

（４）SD 組織：販売エリア-事業領域決定規則 

（５）MM：許容範囲設定 

（６）SD：勘定設定 
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２．マスタ登録 

（１）得意先マスタ：支払条件、価格設定キーなどの設定 

（２）条件マスタ：消費税、販売価格、得意先別品目販売価格などの設定 

（３）品目マスタ（変更）：価格設定キーと重量などを設定 

6.1.3 販売業務向け API で使用する BAPI の定義について 
 
販売業務向け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、「2.2.2」～「2.2.4」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 品目マスタ 登録/変更/削除 API bapi_material_savereplica.properties 

2 品目マスタ 照会 API bapi_material_getall.properties 

3 プラントの品目在庫確認 API bapi_material_availability.properties 

4 入出庫伝票 登録 API bapi_goodsmvt_create.properties 

5 入出庫伝票一覧 照会 API bapi_goodsmvt_getitems.properties 

6 引合伝票 登録 API bapi_inquiry_createfromdata2.properties 

7 見積伝票 登録 API bapi_quotation_createfromdata2.properties

8 受注伝票 登録 API bapi_salesorder_createfromdat2.properties 

9 販売伝票一覧 照会 API bapi_salesorder_getlist.properties 

10 販売伝票ステータス一覧 照会 API bapi_salesorder_getstatus.properties 

11 請求伝票 登録 API bapi_billingdoc_createmultiple.properties 

12 請求伝票一覧 照会 API bapi_billingdoc_getlist.properties 

13 請求伝票詳細 照会 API bapi_billingdoc_getdetail.properties 

14 品目コード割当済 照会 API bapi_stdmaterial_getintnumber.properties 
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6.2 品目マスタ 登録／変更／削除 API 

6.2.1 MaterialSaveReplicaController 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、品目マスタ情報を SAP R/3 に更新（登録、

変更、削除）する API が提供されています。品目マスタ情報を更新（登録、変更、削除）するためには、

MaterialSaveReplicaController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があります。MaterialSaveReplicaController

クラスの持つ各メソッドは、以下の通りです。 

 
※MaterialSaveReplicaController クラスで使用する品目マスタ登録 BAPI（BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA）

は SAP R/3 BAPI プログラム内部で commit 処理が行われます。ConnectionManager によるトランザクション制御

が行えませんので、ご注意ください。 

※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、品目マスタとして必要 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 MaterialSaveReplicaController コンストラクタ（引数無し）。 

2 MaterialSaveReplicaController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 MaterialSaveReplicaController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setFlagCadCall import 項目：CAD システムからコールを設定します。 

5 setInpfldcheck import 項目：項目無効時の応答を設定します。 

6 setNoappllog import 項目：アプリケーションログ書込なしを設定します。 

7 setNochangedoc import 項目：変更伝票書込なしを設定します。 

8 setTestrun import 項目：書込 BAPI のシミュレーションセッションへの切替を設

定します。 

9 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

10 executeBapi BapiController により品目マスタを更新します。 

11 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

12 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 
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13 getFlagCadCall import 項目：CAD システムからコールを取得します。 

14 getInpfldcheck import 項目：項目無効時の応答を取得します。 

15 getNoappllog import 項目：アプリケーションログ書込なしを取得します。 

16 getNochangedoc import 項目：変更伝票書込なしを取得します。 

17 getTestrun import 項目：書込 BAPI のシミュレーションセッションへの切替を取

得します。 

18 getClientDataList import 項目：設定した品目データ (クライアントレベル)情報を取得し

ます。 

19 getExtensionInList BAPI パラメータ EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造情

報を取得します。取得されるデータについては、カラム順の連続デ

ータとなる。 

20 getExtensionInXList import 項目：設定した拡張イン/拡張アウトのチェックボックス構造情

報を取得します。 

21 getForecastParametersList import 項目：設定した需要予測パラメータ情報を取得します。 

22 getForecastValuesList import 項目：設定した需要予測値のデータ転送情報を取得します。

23 getHeadDataList import 項目：設定した管理情報設定ヘッダセグメント情報を取得しま

す。 

24 getInternationalArtnosList import 項目：設定した国際商品コード (EAN)情報を取得します。 

25 getMaterialDescriptionList import 項目：設定した品目テキスト情報を取得します。 

26 getMaterialLongTextList import 項目：設定したテキスト (長)情報を取得します。 

27 getPlanningDataList import 項目：設定した品目マスタ/製品グループの変更伝票構造情

報を取得します。 

28 getPlantDataList import 項目：設定した品目データ (プラントレベル)情報を取得しま

す。 

29 getPrtDataList import 項目：設定した品目マスタの生産資源/治工具 (PRT) 項目

情報を取得します。 

30 getReturnMessagesList import 項目：設定したリターンパラメータ BAPIRET2 の代替構造情

報を取得します。 

31 getSalesDataList import 項目：設定した販売データ情報を取得します。 

32 getStorageLocationDataList import 項目：設定した品目データ (保管場所レベル)情報を取得し

ます。 

33 getStorageTypeDataList import 項目：設定した保管域タイプデータ情報を取得します。 

34 getTaxClassificationsList import 項目：設定した制御デ－タ情報を取得します。 
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35 getTotalConsumptionList import 項目：設定した品目総消費量のデータ転送情報を取得しま

す。 

36 getUnitSofmeasureList import 項目：設定した数量単位情報を取得します。 

37 getUnplndConsumptionList import 項目：設定した計画外消費のデータ転送情報を取得します。

38 getValuationDataList import 項目：設定した評価データ情報を取得します。 

39 getWarehouseNumberDataList import 項目：設定した倉庫番号データ情報を取得します。 
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6.2.2 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/tutorial6-2-2/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（品目マスタ登録／変更／削除 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" 
              page="sapapi_tutorial/tutorial6-2-2/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/tutorial6-2-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon; 
    var objResult; 
    var objMsg; 
    var objMsgList; 
 
    var IN_MODE = "INS"; 
    var IN_MATERIAL = "000000000000000788"; 
    var IN_TEXT_NAME = "販売管理テスト品目(788-1110-1100-1A)"; 
     
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon = new MaterialSaveReplicaController();   ・・・ 説明１ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テスト実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setTestrun(""); //書込 BAPI のシミュレーションセッションへの切替 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 単一項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setNoappllog("X"); //アプリケーションログ書込なし 
    objCon.setNochangedoc("X"); //アプリケーションログ書込なし 
    objCon.setInpfldcheck("E"); //項目無効時の応答 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テーブル項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //管理情報設定ヘッダセグメント 
    objCon.setTblParam("HeadData", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("HeadData", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("HeadData", "IND_SECTOR", "1", 1); //産業コード 
    objCon.setTblParam("HeadData", "MATL_TYPE", "HAWA", 1); //品目タイプ 

説明 2 

説明 3 
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    objCon.setTblParam("HeadData", "BASIC_VIEW", "X", 1); //基本データビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "SALES_VIEW", "X", 1); //販売ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "PURCHASE_VIEW", "X", 1); //購買管理ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "MRP_VIEW", "X", 1); //資材所要量計画 (MRP) ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "FORECAST_VIEW", "X", 1); //需要予測ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "WORK_SCHED_VIEW", "X", 1); //作業計画ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "PRT_VIEW", "X", 1); //生産資源/治工具 (PRT) ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "STORAGE_VIEW", "X", 1); //保管ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "WAREHOUSE_VIEW", "X", 1); //倉庫管理ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "QUALITY_VIEW", "X", 1); //品質管理ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "ACCOUNT_VIEW", "X", 1); //会計ビュー 
    objCon.setTblParam("HeadData", "COST_VIEW", "X", 1); //原価計算ビュー 
 
    //品目マスタ (クライアントレベル) 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "MATL_GROUP", "01", 1); //品目グループ 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "BASE_UOM", "ST", 1); //基本数量単位 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "SIZE_DIM", "100", 1); //サイズ/寸法 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "NET_WEIGHT", "200", 1); //正味重量 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "UNIT_OF_WT", "KG", 1); //重量単位 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "TRANS_GRP", "0001", 1); //輸送グループ 
    objCon.setTblParam("ClientDataList", "DIVISION", "01", 1); //製品部門 
 
    //品目データ (プラントレベル) 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "PLANT", "1110", 1); //プラント 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "MRP_TYPE", "ND", 1); //MRP タイプ 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "MRP_CTRLER", "001", 1); //MRP 管理者 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "PROC_TYPE", "X", 1); //調達タイプ 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "LOADINGGRP", "0001", 1); //積載グループ 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "AVAILCHECK", "CH", 1); //利用可能在庫確認の確認グループ 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "PROFIT_CTR", "PCA_DUMMY", 1); //利益センタ 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "MRP_GROUP", "0001", 1); //MRP グループ 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "SALES_VIEW", "X", 1); //販売ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "PURCH_VIEW", "X", 1); //購買管理ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "MRP_VIEW", "X", 1); //資材所要量計画 (MRP) ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "FORECAST_VIEW", "X", 1); //需要予測ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "WORK_SCHED_VIEW", "X", 1); //作業計画ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "PRT_VIEW", "X", 1); //生産資源/治工具 (PRT) ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "STORAGE_VIEW", "X", 1); //保管ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "WAREHOUSE_VIEW", "X", 1); //倉庫管理ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "QUALITY_VIEW", "X", 1); //品質管理ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "ACCOUNT_VIEW", "X", 1); //会計ビュー 
    objCon.setTblParam("PlantDataList", "COST_VIEW", "X", 1); //原価計算ビュー 
 
    //品目マスタ/製品グループの変更伝票構造 
    objCon.setTblParam("PlanningDataList", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("PlanningDataList", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("PlanningDataList", "PLANT", "1110", 1); //プラント 
    objCon.setTblParam("PlanningDataList", "PLNG_MATL", "000000000000000100", 1); //計画品目 
    objCon.setTblParam("PlanningDataList", "PLNG_PLANT", "1110", 1); //計画プラント 
    objCon.setTblParam("PlanningDataList", "CONVFACTOR", "1", 1); //計画品目用変換係数 
 
    //品目データ (保管場所レベル) 
    objCon.setTblParam("StorageLocationDataList", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("StorageLocationDataList", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("StorageLocationDataList", "PLANT", "1110", 1); //プラント 
    objCon.setTblParam("StorageLocationDataList", "STGE_LOC", "1111", 1); //保管場所 

説明 3 
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    //評価データ 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "VAL_AREA", "1110", 1); //評価レベル 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "STD_PRICE", "1000", 1); //標準原価 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "PRICE_UNIT", "1", 1); //価格単位 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "VAL_CLASS", "3100", 1); //評価クラス 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "MATL_USAGE", "X", 1); //品目の用途 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "ACCOUNT_VIEW", "X", 1); //会計ビュー 
    objCon.setTblParam("ValuationDataList", "COST_VIEW", "X", 1); //原価計算ビュー 
 
    //販売データ 
    objCon.setTblParam("SalesDataList", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("SalesDataList", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("SalesDataList", "SALES_ORG", "1100", 1); //販売組織 
    objCon.setTblParam("SalesDataList", "DISTR_CHAN", "1A", 1); //流通チャネル 
    objCon.setTblParam("SalesDataList", "SALES_UNIT", "DZ", 1); //販売単位 
    objCon.setTblParam("SalesDataList", "DELYG_PLNT", "1110", 1); //出荷プラント 
 
    //品目テキストをセット 
    objCon.setTblParam("MaterialDescription", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("MaterialDescription", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("MaterialDescription", "LANGU", "J", 1); //言語キー 
    objCon.setTblParam("MaterialDescription", "MATL_DESC", IN_TEXT_NAME, 1); //品目テキスト 
 
    //数量単位 
    objCon.setTblParam("UnitSofmeasure", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("UnitSofmeasure", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("UnitSofmeasure", "ALT_UNIT", "DZ", 1); //在庫保管単位の代替数量単位 
    objCon.setTblParam("UnitSofmeasure", "NUMERATOR", "1", 1); //基本数量単位への換算分子 
    objCon.setTblParam("UnitSofmeasure", "DENOMINATR", "1", 1); //分母: 基本数量単位へ変換する場合 
    objCon.setTblParam("UnitSofmeasure", "GROSS_WT", "400", 1); //総重量 
    objCon.setTblParam("UnitSofmeasure", "UNIT_OF_WT", "KG", 1); //重量単位 
 
    //制御データ 
    objCon.setTblParam("TaxClassifications", "FUNCTION", IN_MODE, 1); //BAPI 機能 
    objCon.setTblParam("TaxClassifications", "MATERIAL", IN_MATERIAL, 1); //品目コード 
    objCon.setTblParam("TaxClassifications", "DEPCOUNTRY", "JP", 1); //出荷国 (商品発送国) 
    objCon.setTblParam("TaxClassifications", "TAX_TYPE_1", "MWST", 1); //税カテゴリ (消費税等) 
    objCon.setTblParam("TaxClassifications", "TAXCLASS_1", "1", 1); //品目の税分類 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objResult = objCon.executeBapi();   ・・・説明4 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if(objResult["ERR_CODE"] != null) { 
        //インスタンス生成時に例外が発生した場合 
        //エラーメッセージを出力 
        Debug.browse(objResult); 
    } 
 
    //API実行結果メッセージを取得します。 
    objMsg = objCon.getBapiReturnMessage(); 
    objMsgList = objCon.getReturnMessagesList(); 
 
    Client.set("ret", objMsg); 
    Client.set("ret_msg", objMsgList); 

説明 3 

説明 5 
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} 
 

<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-2-2/result.js 

 
var ret; 
var ret_msg; 
 
function init(request){ 
 
 //API実行結果を取得します。 
 ret = Client.get("ret"); 
 ret_msg = Client.get("ret_msg"); 
 
 Client.remove("ret"); 
 Client.remove("ret_msg"); 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-2-2/result.html 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>チュートリアル</TITLE> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
 <BODY> 
  <B>■品目マスタ登録／変更／削除(結果)</B><BR><BR> 
  <table border="1"> 
  <tbody> 
  <TR> 
   <th>BAPI 実行結果メッセージ</th> 
  </TR> 
  <TR> 
   <td><IMART type="decision" case="" value=ret><br></IMART><IMART type="string" value=ret></IMART></td> 
  </TR> 
  </tbody> 
  </table> 
  <BR> 
   
  <b>詳細</b> 
  <table border="1"> 
  <tbody> 
   <tr> 
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    <th>no.</th> 
    <th>メッセージType</th> 
    <th>メッセージテキスト</th> 
   </tr> 
   <IMART type="repeat" list=ret_msg item="record"> 
   <tr> 
    <td><IMART type="decision" case="" value=record.INDEX>  <br></IMART><IMART type="string" 
value=record.INDEX>  </IMART></td> 
    <td><IMART type="decision" case="" value=record.TYPE>   <br></IMART><IMART type="string" 
value=record.TYPE>   </IMART></td> 
    <td><IMART type="decision" case="" value=record.MESSAGE><br></IMART><IMART type="string" 
value=record.MESSAGE></IMART></td> 
   </tr> 
   </IMART> 
  </tbody> 
  </table> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明 1】 品目マスタ登録 API のインスタンス生成 

MaterialSaveReplicaController 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、

品目マスタ登録 BAPI（BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA）の import 型の import、table パラメータに値を設定

することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

品目マスタ登録 BAPI（BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA）の import 型の talbe パラメータには変更ツールバー

が存在しますが、各項目に値を設定することにより、品目マスタ登録 API の内部で変更ツールバーの各項目にフ

ラグを設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

CLIENTDATA 品目データ (クライアントレベル) ClientDataList 

EXTENSIONIN BAPI パラメータ 

EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT 

の参照構造 

ExtensionIn 

FORECASTPARAMETERS 需要予測パラメータ ForecastParametersList 

FORECASTVALUES 需要予測値のデータ転送 ForecastValues 

HEADDATA 管理情報設定ヘッダセグメント HeadData 

INTERNATIONALARTNOS 国際商品コード (EAN) InternationalArtnos 
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MATERIALDESCRIPTION 品目テキスト MaterialDescription 

MATERIALLONGTEXT テキスト (長) MaterialLongText 

PLANNINGDATA 品目マスタ/製品グループの変更

伝票構造 

PlanningDataList 

PLANTDATA 品目データ (プラントレベル) PlantDataList 

PRTDATA 品目マスタの生産資源/治工具 

(PRT) 項目 

PrtData 

SALESDATA 販売データ SalesDataList 

STORAGELOCATIONDATA 品目データ (保管場所レベル) StorageLocationDataList 

STORAGETYPEDATA 保管域タイプデータ StorageTypeDataList 

TAXCLASSIFICATIONS 制御デ－タ TaxClassifications 

TOTALCONSUMPTION 品目総消費量のデータ転送 TotalConsumption 

UNITSOFMEASURE 数量単位 UnitSofmeasure 

UNPLNDCONSUMPTION 計画外消費のデータ転送 UnplndConsumption 

VALUATIONDATA 評価データ ValuationDataList 

WAREHOUSENUMBERDATA 倉庫番号データ WarehouseNumberDataList 

 
【説明 4】 品目マスタの登録 

MaterialSaveReplicaController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値が SAP R/3 上

に品目マスタデータとして登録されます。登録が成功した場合には、品目マスタ登録 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には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

成功・失敗の基準は、品目マスタ登録用 BAPI（BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA）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。 

         
【説明 5】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の

Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能で

す。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセー

ジが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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□ CAD システムからコール情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getFlagCadCall メソッドを使用すると、設定した CAD システムからコール

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 項目無効時の応答情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getInpfldcheck メソッドを使用すると、設定した項目無効時の応答情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ アプリケーションログ書込なし情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getNoappllog メソッドを使用すると、設定したアプリケーションログ書込なし

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 変更伝票書込なし情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getNochangedoc メソッドを使用すると、設定した変更伝票書込なし情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 書込 BAPI のシミュレーションセッションへの切替情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getTestrun メソッドを使用すると、設定した書込 BAPI のシミュレーション

セッションへの切替情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目データ (クライアントレベル)情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getClientDataList メソッドを使用すると、設定した品目データ (クライアント

レベル)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ BAPI パラメータ EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getExtensionInList メソッドを使用すると、設定した BAPI パラメータ 

EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 拡張イン/拡張アウトのチェックボックス構造情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getExtensionInXList メソッドを使用すると、設定した拡張イン/拡張アウトの

チェックボックス構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 需要予測パラメータ情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getForecastParametersList メソッドを使用すると、設定した需要予測パラメ

ータ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 需要予測値のデータ転送情報を取得 
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MaterialSaveReplicaControllerクラスの getForecastValuesListメソッドを使用すると、設定した需要予測値のデータ

転送情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 管理情報設定ヘッダセグメント情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getHeadDataList メソッドを使用すると、設定した管理情報設定ヘッダセグ

メント情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 国際商品コード (EAN)情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getInternationalArtnosList メソッドを使用すると、設定した国際商品コード 

(EAN)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目テキスト情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getMaterialDescriptionList メソッドを使用すると、設定した品目テキスト情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ テキスト (長)情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getMaterialLongTextList メソッドを使用すると、設定したテキスト (長)情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目マスタ/製品グループの変更伝票構造情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getPlanningDataList メソッドを使用すると、設定した品目マスタ/製品グル

ープの変更伝票構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目データ (プラントレベル)情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getPlantDataList メソッドを使用すると、設定した品目データ (プラントレベ

ル)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目マスタの生産資源/治工具 (PRT) 項目情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getPrtDataList メソッドを使用すると、設定した品目マスタの生産資源/治工

具 (PRT) 項目情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ リターンパラメータ BAPIRET2 の代替構造情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getReturnMessagesList メソッドを使用すると、取得したリターンパラメータ 

BAPIRET2 の代替構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 販売データ情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getSalesDataList メソッドを使用すると、設定した販売データ情報を取得す
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ることが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目データ (保管場所レベル)情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getStorageLocationDataList メソッドを使用すると、設定した品目データ 

(保管場所レベル)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 保管域タイプデータ情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getStorageTypeDataList メソッドを使用すると、設定した保管域タイプデー

タ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 制御デ－タ情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getTaxClassificationsList メソッドを使用すると、設定した制御デ－タ情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目総消費量のデータ転送情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getTotalConsumptionList メソッドを使用すると、設定した品目総消費量の

データ転送情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 数量単位情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getUnitSofmeasureList メソッドを使用すると、設定した数量単位情報を取

得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 計画外消費のデータ転送情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getUnplndConsumptionList メソッドを使用すると、設定した計画外消費の

データ転送情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 評価データ情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getValuationDataList メソッドを使用すると、設定した評価データ情報を取

得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 倉庫番号データ情報を取得 

MaterialSaveReplicaController クラスの getWarehouseNumberDataList メソッドを使用すると、設定した倉庫番号デ

ータ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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注意事項！ 

 

 

 

 

品目マスタ登録 API に関して、import、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_MATERIAL_SAVEREPLICA」の BAPI 仕様を確認してください。 
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6.3 品目マスタ 照会 API 

6.3.1 MaterialGetAllController 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 上から品目マスタの情報を取得する API が提供されています。品

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

MaterialGetAllController 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 MaterialGetAllController コンストラクタ（引数無し）。 

2 MaterialGetAllController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 MaterialGetAllController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setCompanycode import 項目：会社コードを設定します。 

5 setDistributionchannel import 項目：流通チャネルを設定します。 

6 setLifovaluationlevel import 項目：LIFO 評価レベルを設定します。 

7 setMaterial import 項目：品目コードを設定します。 

8 setPlant import 項目：プラントを設定します。 

9 setSalesorganisation import 項目：販売組織を設定します。 

10 setStoragelocation import 項目：保管場所を設定します。 

11 setStoragetype import 項目：保管域タイプを設定します。 

12 setValuationarea import 項目：評価レベルを設定します。 

13 setValuationtype import 項目：評価タイプを設定します。 

14 setWarehousenumber import 項目：倉庫番号/複合倉庫を設定します。 

15 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

16 executeBapi BapiController により品目コードを検索します。 
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17 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

18 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

19 getCompanycode import 項目：会社コードを取得します。 

20 getDistributionchannel import 項目：流通チャネルを取得します。 

21 getLifovaluationlevel import 項目：LIFO 評価レベルを取得します。 

22 getMaterial import 項目：品目コードを取得します。 

23 getPlant import 項目：プラントを取得します。 

24 getSalesorganisation import 項目：販売組織を取得します。 

25 getStoragelocation import 項目：保管場所を取得します。 

26 getStoragetype import 項目：保管域タイプを取得します。 

27 getValuationarea import 項目：評価レベルを取得します。 

28 getValuationtype import 項目：評価タイプを取得します。 

29 getWarehousenumber import 項目：倉庫番号/複合倉庫を取得します。 

30 getClientData 品目データ (クライアントレベル)情報を取得します。 

29 getSalesData 販売データ情報を取得します。 

30 getStorageLocationData 品目データ (保管場所レベル)情報を取得します。 

31 getExtensionOutList BAPI パラメータ EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造情

報を取得します。取得されるデータについては、カラム順の連続デ

ータとなる。 

32 getForecastParameters 予測パラメータ情報を取得します。 

33 getInternationArticleNumbersList EAN 情報を取得します。 

34 getLifoValuationData LIFO 関連品目データ情報を取得します。 

35 getMaterialDescriptionList 品目テキスト情報を取得します。 

36 getMaterialTextList テキスト (長)情報を取得します。 
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37 getPlanningData 品目マスタ/製品グループの変更伝票構造情報を取得します。 

38 getPlantData 品目データ (プラントレベル)情報を取得します。 

39 getProductionResourceToolData 品目マスタの生産資源/治工具 (PRT) 項目情報を取得します。 

40 getSalesData 販売データ情報を取得します。 

41 getStorageLocationData 品目データ (保管場所レベル)情報を取得します。 

42 getStorageTypeData 保管域タイプデータ情報を取得します。 

43 getTaxClassificationsList 制御デ－タ情報を取得します。 

44 getUnitSofmeasureList 数量単位情報を取得します。 

45 getValuationData 評価データ情報を取得します。 

46 getWarehouseNumberData 倉庫番号データ情報を取得します。 
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6.3.2 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/tutorial6-3-2/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（品目マスタ照会 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" 
              page="sapapi_tutorial/tutorial6-3-2/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/tutorial6-3-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
 var objCon; 
    var objResult; 
 
    var objClient; 
    var objPlant; 
    var objForePrms; 
    var objPlanning; 
    var objStgeLoc; 
    var objVal; 
    var objWhseNo; 
    var objSales; 
    var objStgeType; 
    var objPrt; 
    var objLifo; 
 
    var objMtrlDesc; 
    var objUnit; 
    var objEan; 
    var objMtrlText; 
    var objTax; 
    var objExt; 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon = new MaterialGetAllController();   ・・・説明1 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 単一項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setMaterial("000000000000000724"); //品目コード 
    objCon.setPlant("1110"); //プラント 
    objCon.setStoragelocation("1111"); //保管場所 

説明 2 
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    objCon.setSalesorganisation("1100"); //販売組織 
    objCon.setDistributionchannel("1A"); //流通チャネル 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objResult = objCon.executeBapi();   ・・・説明4 
 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if ( objResult["ERR_CODE"] != null ) { 
        Debug.browse(objResult); 
    } 
 
 //エクスポートパラメータ(構造型)を取得します。 
 
    //品目データ (クライアントレベル) 
    objClient = objCon.getClientData(); 
    Client.set("clientData", objClient); 
 
    //品目データ (プラントレベル) 
    objPlant = objCon.getPlantData(); 
 Client.set("plantData", objPlant); 
 
    //予測パラメータ 
    objForePrms = objCon.getForecastParameters(); 
 Client.set("forecastParameters", objForePrms); 
 
    //品目マスタ/製品グループの変更伝票構造 
    objPlanning = objCon.getPlanningData(); 
 Client.set("planningData", objPlanning); 
 
    //品目データ (保管場所レベル) 
    objStgeLoc = objCon.getStorageLocationData(); 
 Client.set("storageLocationData", objStgeLoc); 
 
    //評価データ 
    objVal = objCon.getValuationData(); 
 Client.set("valuationData", objVal); 
 
    //倉庫番号データ 
    objWhseNo = objCon.getWarehouseNumberData(); 
 Client.set("warehouseNumberData", objWhseNo); 
 
    //販売データ 
    objSales = objCon.getSalesData(); 
 Client.set("salesData", objSales); 
 
    //保管域タイプデータ 
    objStgeType = objCon.getStorageTypeData(); 
 Client.set("storageTypeData", objStgeType); 
 
    //品目マスタの生産資源/治工具 (PRT) 項目 
    objPrt = objCon.getProductionResourceToolData(); 
 Client.set("productionResourceToolData", objPrt); 
 
    //LIFO 関連品目データ 
    objLifo = objCon.getLifoValuationData(); 
 Client.set("lifoValuationData", objLifo); 
 
 //エクスポートパラメータ(構造型)を取得し、セッション領域に保存 
 
    //品目テキスト 

説明 5 

説明 2 
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    objMtrlDesc = objCon.getMaterialDescriptionList(); 
    Client.set("materialDescriptionList", objMtrlDesc); 
 
    //数量単位 
    objUnit = objCon.getUnitSofmeasureList(); 
 Client.set("unitSofmeasureList", objUnit); 
 
    //EAN 
    objEan = objCon.getInternationArticleNumbersList(); 
 Client.set("internationArticleNumbersList", objEan); 
 
    //テキスト (長) 
    objMtrlText = objCon.getMaterialTextList(); 
 Client.set("materialTextList", objMtrlText); 
 
    //制御デ−タ 
    objTax = objCon.getTaxClassificationsList(); 
 Client.set("taxClassificationsList", objTax); 
 
    //BAPI パラメータ EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造 
    objExt = objCon.getExtensionOutList(); 
 Client.set("extensionOutList", objExt); 
 
} 

 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-3-2/result.js 

 
var clientData; 
var plantData; 
var forecastParameters; 
var planningData; 
var storageLocationData; 
var valuationData; 
var warehouseNumberData; 
var salesData; 
var storageTypeData; 
var productionResourceToolData; 
var lifoValuationData; 
 
var materialDescriptionList; 
var materialDescriptionCnt; 
var unitSofmeasureList; 
var unitSofmeasureCnt; 
var internationArticleNumbersList; 
var internationArticleNumbersCnt; 
var materialTextList; 
var materialTextCnt; 
var taxClassificationsList; 
var taxClassificationsCnt; 
var extensionOutList; 
var extensionOutCnt; 
 
function init(request){ 
 
    //セッションから品目マスタ照会情報を取得 
    clientData = Client.get("clientData"); 
 plantData = Client.get("plantData"); 
 forecastParameters = Client.get("forecastParameters"); 
 planningData = Client.get("planningData"); 
 storageLocationData = Client.get("storageLocationData"); 
 valuationData = Client.get("valuationData"); 
 warehouseNumberData = Client.get("warehouseNumberData"); 
 salesData = Client.get("salesData"); 
 storageTypeData = Client.get("storageTypeData"); 

説明 5 
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 productionResourceToolData = Client.get("productionResourceToolData"); 
 lifoValuationData = Client.get("lifoValuationData"); 
 
    //品目テキストの内容と件数を取得 
 materialDescriptionList = Client.get("materialDescriptionList"); 
    materialDescriptionCnt = materialDescriptionList.length; 
 
    //数量単位の内容と件数を取得 
 unitSofmeasureList = Client.get("unitSofmeasureList"); 
    unitSofmeasureCnt = unitSofmeasureList.length; 
 
    //EANの内容と件数を取得 
 internationArticleNumbersList = Client.get("internationArticleNumbersList"); 
    internationArticleNumbersCnt = internationArticleNumbersList.length; 
 
    //テキスト (長)の内容と件数を取得 
 materialTextList = Client.get("materialTextList"); 
 materialTextCnt = materialTextList.length; 
 
    //制御データの内容と件数を取得 
 taxClassificationsList = Client.get("taxClassificationsList"); 
 taxClassificationsCnt = taxClassificationsList.length; 
 
    //BAPI パラメータ EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造の内容と件数を取得 
 extensionOutList = Client.get("extensionOutList"); 
    extensionOutCnt = extensionOutList.length; 
 
 // セッション情報の削除 
 Client.remove("clientData"); 
 Client.remove("plantData"); 
 Client.remove("forecastParameters"); 
 Client.remove("planningData"); 
 Client.remove("storageLocationData"); 
 Client.remove("valuationData"); 
 Client.remove("warehouseNumberData"); 
 Client.remove("salesData"); 
 Client.remove("storageTypeData"); 
 Client.remove("productionResourceToolData"); 
 Client.remove("lifoValuationData"); 
 Client.remove("materialDescriptionList"); 
 Client.remove("unitSofmeasureList"); 
 Client.remove("internationArticleNumbersList"); 
 Client.remove("materialTextList"); 
 Client.remove("taxClassificationsList"); 
 Client.remove("extensionOutList"); 
 
} 

 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-3-2/result.html 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>チュートリアル</TITLE> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
 <BODY> 
  <B>■品目マスタ照会(結果)</B><BR> 
  <BR> 
  ■品目データ（クライアントレベル）<BR> 
  <TABLE width="700" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
    <TH width="230">品目コード</TH> 
    <TD width="120"><IMART type="decision" case="" value=clientData.MATERIAL><BR></IMART><IMART 
type="string" value=clientData.MATERIAL></IMART></TD> 
    <TH width="230">文書番号<BR> (文書管理システムによらない)</TH> 
    <TD width="120"><IMART type="decision" case="" value=clientData.DOCUMENT><BR></IMART><IMART 
type="string" value=clientData.DOCUMENT></IMART></TD> 
   </TR> 
   <TR> 
    <TH>産業コード</TH> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=clientData.IND_SECTOR><BR></IMART><IMART type="string" 
value=clientData.IND_SECTOR></IMART></TD> 
    <TH>文書のページ書式<BR> (文書管理システムによらない)</TH> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=clientData.DOC_FORMAT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=clientData.DOC_FORMAT></IMART></TD> 
   </TR> 
 
 
        ・・・ 中略 詳細はチュートリアルプログラムを参照 ・・・ 
 
 
  ■BAPI パラメータ EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造 (<IMART type="string" 
value=extensionOutCnt></IMART>件)<BR> 
  <TABLE width="700" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
    <TH>no.</TH> 
    <TH>BAPI テーブル拡張の<BR>構造名</TH> 
    <TH>BAPI 拡張<BR>パラメータの<BR>データ部分</TH> 
    <TH>BAPI 拡張<BR>パラメータの<BR>データ部分</TH> 
    <TH>BAPI 拡張<BR>パラメータの<BR>データ部分</TH> 
    <TH>BAPI 拡張<BR>パラメータの<BR>データ部分</TH> 
   </TR> 
   <IMART type="repeat" list=extensionOutList item="extensionout"> 
   <TR> 
    <TD> 
     <IMART type="decision" case="" value=extensionout.INDEX><BR></IMART><IMART type="string" 
value=extensionout.INDEX></IMART> 
    </TD> 
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    <TD> 
     <IMART type="decision" case="" value=extensionout.STRUCTURE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=extensionout.STRUCTURE></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
     <IMART type="decision" case="" value=extensionout.VALUEPART1><BR></IMART><IMART type="string" 
value=extensionout.VALUEPART1></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
     <IMART type="decision" case="" value=extensionout.VALUEPART2><BR></IMART><IMART type="string" 
value=extensionout.VALUEPART2></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
     <IMART type="decision" case="" value=extensionout.VALUEPART3><BR></IMART><IMART type="string" 
value=extensionout.VALUEPART3></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
     <IMART type="decision" case="" value=extensionout.VALUEPART4><BR></IMART><IMART type="string" 
value=extensionout.VALUEPART4></IMART> 
    </TD> 
   </TR> 
   </IMART> 
  </TABLE> 
  <BR> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 品目マスタ照会 API のインスタンス生成 

MaterialGetAllController 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、品目マ

スタ照会 BAPI（BAPI_MATERIAL_GETALL）の import 型の import、table パラメータに値を設定 

することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 table の各項目に値を設定 ※サンプルプログラムでは table セットは行っていません。 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

EXTENSIONOUT BAPI パラメータ 

EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT 

の参照構造 

ExtensionOut 

INTERNATIONARTICLENUMBERS EAN InternationArticleNumbers 

MATERIALDESCRIPTION 品目テキスト MaterialDescription 

MATERIALTEXT テキスト (長) MaterialText 
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TAXCLASSIFICATIONS 制御デ－タ TaxClassifications 

UNITSOFMEASURE 数量単位 UnitSofmeasure 

 
【説明４】 品目マスタ照会 

MaterialGetAllController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値で SAP R/3 より品目

マスタデータとして照会されます。 

品目マスタ照会用 BAPI（BAPI_MATERIAL_GETALL）の実行後に RETURN パラメータの内容も取得します。 

 
【説明 5】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

MaterialGetAllController クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能です。

全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

MaterialGetAllController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type 情報

が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセージが

存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 会社コード情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getCompanycode メソッドを使用すると、設定した会社コード情報を取得すること

が可能です。 

 
□ 流通チャネル情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getDistributionchannel メソッドを使用すると、設定した流通チャネル情報を取得

することが可能です。 

 
□ LIFO 評価レベル情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getLifovaluationlevel メソッドを使用すると、設定した LIFO 評価レベル情報を

取得することが可能です。 

 
□ 品目コード情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getMaterial メソッドを使用すると、設定した品目コード情報を取得することが可

能です。 

 
□ プラント情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getPlant メソッドを使用すると、設定したプラント情報を取得することが可能で

す。 

 
□ 販売組織情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getSalesorganisation メソッドを使用すると、設定した販売組織情報を取得するこ

とが可能です。 
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□ 保管場所情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getStoragelocation メソッドを使用すると、設定した保管場所情報を取得すること

が可能です。 

 
□ 保管域タイプ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getStoragetype メソッドを使用すると、設定した保管域タイプ情報を取得すること

が可能です。 

 
□ 評価レベル情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getValuationarea メソッドを使用すると、設定した評価レベル情報を取得すること

が可能です。 

 
□ 評価タイプ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getValuationtype メソッドを使用すると、設定した評価タイプ情報を取得すること

が可能です。 

 
□ 倉庫番号/複合倉庫情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getWarehousenumber メソッドを使用すると、設定した倉庫番号/複合倉庫情報を

取得することが可能です。 

 
□ 品目データ (クライアントレベル)情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getClientData メソッドを使用すると、取得した品目データ (クライアントレベル)

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ BAPI パラメータ EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getExtensionOutList メソッドを使用すると、取得した BAPI パラメータ 

EXTENSIONIN/EXTENSIONOUT の参照構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 予測パラメータ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getForecastParameters メソッドを使用すると、取得した予測パラメータ情報を取

得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ EAN 情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getInternationArticleNumbersList メソッドを使用すると、取得した EAN 情報を取

得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ LIFO 関連品目データ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getLifoValuationData メソッドを使用すると、取得した LIFO 関連品目データ情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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□ 品目テキスト情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getMaterialDescriptionList メソッドを使用すると、取得した品目テキスト情報を取

得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ テキスト (長)情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getMaterialTextList メソッドを使用すると、取得したテキスト (長)情報を取得す

ることが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目マスタ/製品グループの変更伝票構造情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getPlanningData メソッドを使用すると、取得した品目マスタ/製品グループの変

更伝票構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目データ (プラントレベル)情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getPlantData メソッドを使用すると、取得した品目データ (プラントレベル)情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目マスタの生産資源/治工具 (PRT) 項目情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getProductionResourceToolData メソッドを使用すると、取得した品目マスタの生

産資源/治工具 (PRT) 項目情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 販売データ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getSalesData メソッドを使用すると、取得した販売データ情報を取得することが

可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目データ (保管場所レベル)情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getStorageLocationData メソッドを使用すると、取得した品目データ (保管場所

レベル)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 保管域タイプデータ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getStorageTypeData メソッドを使用すると、取得した保管域タイプデータ情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 制御デ－タ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getTaxClassificationsList メソッドを使用すると、取得した制御デ－タ情報を取得

することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 数量単位情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getUnitSofmeasureList メソッドを使用すると、取得した数量単位情報を取得する
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ことが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 評価データ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getValuationData メソッドを使用すると、取得した評価データ情報を取得すること

が可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 倉庫番号データ情報を取得 

MaterialGetAllController クラスの getWarehouseNumberData メソッドを使用すると、取得した倉庫番号データ情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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6.4 プラントの品目在庫 確認 API 

6.4.1 MaterialAvailabilityController 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 上からプラントの品目在庫確認情報を取得する API が提供されて

います。プラントの品目在庫確認情報を取得するためには、MaterialAvailabilityController クラスの持つ各メソッド

を利用する必要があります。MaterialAvailabilityController 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 MaterialAvailabilityController コンストラクタ（引数無し）。 

2 MaterialAvailabilityController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 MaterialAvailabilityController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setAvQtyPlt import 項目：プラントレベル利用可能数量を設定します。 

5 setBatch import 項目：ロットを設定します。 

6 setCheckRule import 項目：確認規則を設定します。 

7 setCustomer import 項目：得意先コードを設定します。 

8 setDecForRounding import 項目：小数点位置 (その位置まで丸める)を設定します。 

9 setDecForRoundingX import 項目：関連ユーザデータ項目の更新情報を設定します。 

10 setDialogflag import 項目：区分 (X = 利用不可 /N = 確認なし)を設定します。 

11 setDocNumber import 項目：伝票番号を設定します。 

12 setEndleadtme import 項目：補充リードタイムの終了日付を設定します。 

13 setItmNumber import 項目：明細番号を設定します。 

14 setMaterial import 項目：品目コードを設定します。 

15 setPlant import 項目：プラントを設定します。 

16 setStgeLoc import 項目：保管場所を設定します。 
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17 setStockInd import 項目：特殊在庫区分を設定します。 

18 setUnit import 項目：表示数量単位を設定します。 

19 setWbsElem import 項目：WBS 要素を設定します。 

20 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

21 executeBapi BapiController により品目在庫を検索します。 

22 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

23 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

24 getAvQtyPlt export 項目：プラントレベル利用可能数量を取得します。 

25 getBatch import 項目：ロットを取得します。 

26 getCheckRule import 項目：確認規則を取得します。 

27 getCustomer import 項目：得意先コードを取得します。 

28 getDecForRounding import 項目：小数点位置 (その位置まで丸める)を取得します。 

29 getDecForRoundingX import 項目：関連ユーザデータ項目の更新情報を取得します。 

30 getDialogflag export 項目：区分 (X = 利用不可 /N = 確認なし)を取得します。 

31 getDocNumber import 項目：伝票番号を取得します。 

32 getEndleadtme export 項目：補充リードタイムの終了日付を取得します。 

33 getItmNumber import 項目：明細番号を取得します。 

34 getMaterial import 項目：品目コードを取得します。 

35 getPlant import 項目：プラントを取得します。 

36 getStgeLoc import 項目：保管場所を取得します。 

37 getUnit import 項目：表示数量単位を取得します。 

38 getWbsElem import 項目：WBS 要素を取得します。 
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39 getWmdvexList 出力テーブル (日付および ATP 数量)情報を取得します。 

40 getWmdvsxList 入力テーブル (日付/数量)情報を取得します。 
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6.4.2 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/tutorial6-4-2/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（在庫確認 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" 
              page="sapapi_tutorial/tutorial6-4-2/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/tutorial6-4-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
 var objCon; 
    var objResult; 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon = new MaterialAvailabilityController();   ・・・ 説明1 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 単一項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setUnit("ST"); //表示数量単位 
    objCon.setPlant("1110"); //プラント 
    objCon.setMaterial("000000000000000011"); //品目コード 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objResult = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明4 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if ( objResult["ERR_CODE"] != null ) { 
        Debug.browse(objResult); 
    } 
 
 //エクスポートパラメータを取得します。 
    var wmdvexlist = objCon.getWmdvexList(); 
    Client.set("wmdvexlist", wmdvexlist); 
 
    var wmdvsxlist = objCon.getWmdvsxList(); 
    Client.set("wmdvsxlist", wmdvsxlist); 
 
 var endleadtme = objCon.getEndleadtme() 

説明 2 

説明 5 
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    Client.set("endleadtme", endleadtme); 
 
 var dialogflag = objCon.getDialogflag(); 
    Client.set("dialogflag", dialogflag); 
 
 var avqtyplt = objCon.getAvQtyPlt(); 
    Client.set("avqtyplt", avqtyplt); 
 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-4-2/result.js 

 
var wmdvexList; 
var wmdvexCount; 
var wmdvsxList; 
var wmdvsxCount; 
var endleadtme; 
var dialogflag; 
var avqtyplt; 
 
function init(request){ 
 
    //セッションから在庫情報を取得 
    wmdvexList = Client.get("wmdvexlist"); 
    wmdvexCount = wmdvexList.length; 
  
 wmdvsxList = Client.get("wmdvsxlist"); 
    wmdvsxCount = wmdvsxList.length; 
 
 endleadtme = Client.get("endleadtme"); 
 dialogflag = Client.get("dialogflag"); 
 avqtyplt = Client.get("avqtyplt"); 
 
 Client.remove("wmdvexlist"); 
 Client.remove("wmdvsxlist"); 
 Client.remove("endleadtme"); 
 Client.remove("dialogflag"); 
 Client.remove("avqtyplt"); 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-4-2/result.html 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>チュートリアル</TITLE> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 

説明 5 
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              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
 <BODY> 
 <B>■在庫確認(結果)</B><BR><BR> 
  
  <TABLE width="400" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
    <TH width="230">補充リードタイムの終了日付</TH> 
    <TD width="120"><IMART type="decision" case="" value=endleadtme><BR></IMART> 
        <IMART type="string" value=endleadtme></IMART></TD> 
   </TR> 
   <TR> 
    <TH>区分 (X = 利用不可 /N = 確認なし)</TH> 
    <TD width="120"><IMART type="decision" case="" value=dialogflag><BR></IMART> 
        <IMART type="string" value=dialogflag></IMART></TD> 
   </TR> 
   <TR> 
    <TH>プラントレベル利用可能数量</TH> 
    <TD width="120"><IMART type="decision" case="" value=avqtyplt><BR></IMART> 
        <IMART type="string" value=avqtyplt></IMART></TD> 
   </TR> 
  </TABLE> 
  <BR> 
 
  ■出力テーブル (日付および ATP 数量) (<IMART type="string" value=wmdvexCount></IMART>件)<BR> 
  <TABLE width="700" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
    <TH>5 文字数値 NUMC</TH> 
    <TH>所要日付</TH> 
    <TH>利用可能在庫確認の所要量</TH> 
    <TH>確認日</TH> 
    <TH>確認数量</TH> 
   </TR> 
   <IMART type="repeat" list=wmdvexList item="record"> 
   <TR> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BDCNT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.BDCNT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_DATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_QTY><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_QTY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COM_DATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.COM_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COM_QTY><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.COM_QTY></IMART></TD> 
   </TR> 
   </IMART> 
  </TABLE> 
  <BR> 
  ■入力テーブル (日付/数量) (<IMART type="string" value=wmdvsxCount></IMART>件)<BR> 
  <TABLE width="700" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
    <TH>所要日付</TH> 
    <TH>所要量</TH> 
    <TH>MRP 要素区分</TH> 
    <TH>内部テーブル処理の行索引</TH> 
   </TR> 
   <IMART type="repeat" list=wmdvsxList item="record"> 
   <TR> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_DATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_QTY><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_QTY></IMART></TD> 
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    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DELKZ><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DELKZ></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.YLINE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.YLINE></IMART></TD> 
   </TR> 
   </IMART> 
  </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 プラントの品目在庫確認 API のインスタンス生成 

MaterialAvailabilityController 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、プ

ラントの品目在庫確認 BAPI（BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY）の import 型の import、table パラメータに値

を設定することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 table の各項目に値を設定  ※サンプルプログラムでは table セットは行っていません。 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

WMDVEX 出力テーブル 

 (日付および ATP 数量) 

Wmdvex 

WMDVSX 入力テーブル (日付/数量) Wmdvsx 

 
【説明４】 プラントの品目在庫確認 

MaterialAvailabilityController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値で SAP R/3 より

プラントの品目在庫確認データとして照会されます。 

プラントの品目在庫確認用 BAPI（BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY）の実行後に RETURN パラメータの内容

も取得します。 

 
【説明 5】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の
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Type情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外のBapiReturnオブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能で

す。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセー

ジが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ プラントレベル利用可能数量情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getAvQtyPlt メソッドを使用すると、取得したプラントレベル利用可能数量

情報を取得することが可能です。 

 
□ ロット情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getBatch メソッドを使用すると、設定したロット情報を取得することが可能で

す。 

 
□ 確認規則情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getCheckRule メソッドを使用すると、設定した確認規則情報を取得すること

が可能です。 

 
□ 得意先コード情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getCustomer メソッドを使用すると、設定した得意先コード情報を取得する

ことが可能です。 

 
□ 小数点位置 (その位置まで丸める)情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getDecForRounding メソッドを使用すると、設定した小数点位置 (その位置

まで丸める)情報を取得することが可能です。 

 
□ 関連ユーザデータ項目の更新情報情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getDecForRoundingX メソッドを使用すると、設定した関連ユーザデータ項

目の更新情報情報を取得することが可能です。 

 
□ 区分 (X = 利用不可 /N = 確認なし)情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getDialogflag メソッドを使用すると、取得した区分 (X = 利用不可 /N = 

確認なし)情報を取得することが可能です。 

 
□ 伝票番号情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getDocNumber メソッドを使用すると、設定した伝票番号情報を取得するこ

とが可能です。 

 
□ 補充リードタイムの終了日付情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getEndleadtme メソッドを使用すると、取得した補充リードタイムの終了日付

情報を取得することが可能です。 

 
□ 明細番号情報を取得 
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MaterialAvailabilityController クラスの getItmNumber メソッドを使用すると、設定した明細番号情報を取得するこ

とが可能です。 

 
□ 品目コード情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getMaterial メソッドを使用すると、設定した品目コード情報を取得すること

が可能です。 

 
□ プラント情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getPlant メソッドを使用すると、設定したプラント情報を取得することが可能

です。 

 
□ 保管場所情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getStgeLoc メソッドを使用すると、設定した保管場所情報を取得することが

可能です。 

 
□ 表示数量単位情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getUnit メソッドを使用すると、設定した表示数量単位情報を取得すること

が可能です。 

 
□ WBS 要素情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getWbsElem メソッドを使用すると、設定した WBS 要素情報を取得するこ

とが可能です。 

 
□ 出力テーブル (日付および ATP 数量)情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getWmdvexList メソッドを使用すると、取得した出力テーブル (日付および 

ATP 数量)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 入力テーブル (日付/数量)情報を取得 

MaterialAvailabilityController クラスの getWmdvsxList メソッドを使用すると、設定した入力テーブル (日付/数量)

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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6.5 入出庫伝票 登録 API 

6.5.1 GoodsMvtCreateController 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、入出庫伝票情報を SAP R/3 に登録する

API が提供されています。入出庫伝票情報を登録するためには、GoodsMvtCreateControllerクラスの持つ各メソッ

ドを利用する必要があります。GoodsMvtCreateController 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、入出庫伝票として必要 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 GoodsMvtCreateController コンストラクタ（引数無し）。 

2 GoodsMvtCreateController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 GoodsMvtCreateController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setTestrun import 項目：在庫移動シミュレーションを設定します。 

5 setStrParam 
※第１～第 3 引数あり 

構造型の各項目に値を設定する。第 1 引数に structure 名、第 2 引

数に項目名、第 3 引数に値を設定する。 

6 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

7 executeBapi BapiController により入出庫伝票を登録します。 

8 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

9 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

10 getTestrun import 項目：在庫移動シミュレーションを取得します。 

11 getMatdocumentyear export 項目：入出庫伝票会計年度を取得します。 

12 getMaterialdocument export 項目：入出庫伝票番号を取得します。 

13 getGoodsMvtCode import 項目：設定した在庫移動に対するコードのトランザクションへ

の割当情報を取得します。 

14 getGoodsMvtHeader import 項目：設定した入出庫伝票ヘッダデータ情報を取得します。
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15 getGoodsMvtHeadret export 項目：設定した入出庫伝票番号/入出庫伝票会計年度情報

を取得します。 

16 getGoodsMvtItemList import 項目：設定した入出庫伝票明細情報を取得します。 

17 getGoodsMvtSerialNumberList import 項目：設定したシリアル番号情報を取得します。 
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6.5.2 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/tutorial6-5-2/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（入出庫登録 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-5-2/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/tutorial6-5-2/im_sapapi.js 

 
// 入出庫伝票登録 
 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon; 
    var objResult; 
    var objMsg;                                                                 // executeBapi実行結果メ

ッセージ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 

 objCon = new GoodsMvtCreateController();   ・・・ 説明1 
  
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テスト実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setTestrun(""); //在庫移動シミュレーション  ・・・ 説明2 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 構造体項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setStrParam("GoodsMvtHeader","PSTNG_DATE","20061201",1); //伝票の転記日付 
    objCon.setStrParam("GoodsMvtCode","GM_CODE","01",1); //BAPI 在庫移動トランザクションのコード割当 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テーブル項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setTblParam("GoodsMvtItem","MOVE_TYPE","101",1); //移動タイプ (在庫管理) 
    objCon.setTblParam("GoodsMvtItem","ENTRY_QNT","1",1); //入力単位での数量 
    objCon.setTblParam("GoodsMvtItem","PO_NUMBER","4500000015",1); //購買発注番号 
    objCon.setTblParam("GoodsMvtItem","PO_ITEM","00010",1); //購買伝票の明細番号 
    objCon.setTblParam("GoodsMvtItem","MVT_IND","B",1); //移動区分 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 

説明 3

説明 4 
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    objResult = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明5 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if (objResult["ERR_CODE"] != null){ 
        Debug.browse(objResult); 
 } 
   
    //オブジェクトをグローバル領域に保存 
 var materialdocument = objCon.getMaterialdocument(); 
 var matdocumentyear = objCon.getMatdocumentyear(); 
 var goodsmvtheadret = objCon.getGoodsMvtHeadret(); 
 
    Client.set("materialdocument", materialdocument);  
    Client.set("matdocumentyear", matdocumentyear);  
    Client.set("goodsmvtheadret", goodsmvtheadret);  
 
    //API実行結果メッセージを取得します。 
    objMsg = objCon.getBapiReturnMessage(); 
    Debug.print("objMsg =[" + objMsg + "]"); 
 
    Client.set("ret", objMsg); 
  
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-5-2/result.js 

 
//■入庫伝票登録 
var materialDocument; 
var matDocumentYear; 
var goodsMvtHeadret; 
var ret; 
 
function init(request) 
{ 
 //入出庫伝票 
    materialDocument  = Client.get("materialdocument"); 
    matDocumentYear  = Client.get("matdocumentyear"); 
    goodsMvtHeadret  = Client.get("goodsmvtheadret"); 
 
    Client.remove("materialdocument"); 
    Client.remove("matdocumentyear"); 
    Client.remove("goodsmvtheaderlist"); 
 
 //API実行結果を取得します。 
 ret = Client.get("ret"); 
 
 Client.remove("ret"); 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-5-2/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> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 

説明 6 
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              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
  <B>■入出庫登録(結果)</B><BR><BR> 
  <table border="1"> 
  <tbody> 
  <TR> 
   <th>BAPI 実行結果メッセージ</th> 
  </TR> 
  <TR> 
   <td><IMART type="decision" case="" value=ret><br></IMART><IMART type="string" value=ret></IMART></td> 
  </TR> 
  </tbody> 
  </table> 
  <BR> 
  ■入出庫伝票番号/入出庫伝票年度<BR> 
  <TABLE width="500" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
    <TH width="150">入出庫伝票番号</TH> 
    <TD width="100"><IMART type="string" value=goodsMvtHeadret.MAT_DOC></IMART></TD> 
    <TH width="150">入出庫伝票年度</TH> 
    <TD width="100"><IMART type="string" value=goodsMvtHeadret.DOC_YEAR></IMART></TD> 
   </TR> 
  </TABLE> 
  ■入出庫伝票番号<BR> 
  <TABLE width="250" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
    <TH width="150">入出庫伝票番号</TH> 
    <TD width="100"><IMART type="string" value=materialDocument></IMART></TD> 
   </TR> 
  </TABLE> 
  ■入出庫伝票年度<BR> 
  <TABLE width="250" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
    <TH width="150">入出庫伝票年度</TH> 
    <TD width="100"><IMART type="string" value=matDocumentYear></IMART></TD> 
   </TR> 
  </TABLE> 
  <BR> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 入出庫伝票登録 API のインスタンス生成 

GoodsMvtCreateController 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、入出

庫伝票登録 BAPI（BAPI_GOODSMVT_CREATE）の import 型の import、structure、table パラメータに値を設定 

することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定  ※サンプルプログラムでは import セットは行っていません。 
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      import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 structure の各項目に値を設定 

structure パラメータの項目に値を設定する場合は、setStrParam メソッドを使用します。第一引数の structure 

名称は固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属

性の項目名称を設定してください。structure 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値を設定します。 

 

SAP R/3 structure セットする固定名称 

GOODSMVT_CODE 在庫移動に対するコードのトラ

ンザクションへの割当 

GoodsMvtCode 

GOODSMVT_HEADER 入出庫伝票ヘッダデータ GoodsMvtHeader 

 
【説明 4】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

GOODSMVT_ITEM 入出庫伝票明細 GoodsMvtItem 

GOODSMVT_SERIALNUMBER シリアル番号 GoodsMvtSerialNumber 

           
【説明 5】 入出庫伝票の登録 

GoodsMvtCreateController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値が SAP R/3 上に

入出庫伝票データとして登録されます。登録が成功した場合には、入出庫伝票登録 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には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

成功・失敗の基準は、入出庫伝票登録用 BAPI（BAPI_GOODSMVT_CREATE）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。 

 
【説明 6】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能です。

全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type 情

報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセージ
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が存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 在庫移動シミュレーション情報を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getTestrun メソッドを使用すると、設定した在庫移動シミュレーション情報を取

得することが可能です。 

 
□ 入出庫伝票会計年度情報を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getMatdocumentyear メソッドを使用すると、取得した入出庫伝票会計年度情

報を取得することが可能です。 

 
□ 入出庫伝票番号情報を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getMaterialdocument メソッドを使用すると、取得した入出庫伝票番号情報を

取得することが可能です。 

 
□ 在庫移動に対するコードのトランザクションへの割当情報を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getGoodsMvtCode メソッドを使用すると、設定した在庫移動に対するコードの

トランザクションへの割当情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 入出庫伝票ヘッダデータ情報を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getGoodsMvtHeader メソッドを使用すると、設定した入出庫伝票ヘッダデータ

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 入出庫伝票番号/入出庫伝票会計年度情報を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getGoodsMvtHeadret メソッドを使用すると、取得した入出庫伝票番号/入出庫

伝票会計年度情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 入出庫伝票明細情報を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getGoodsMvtItemList メソッドを使用すると、設定した入出庫伝票明細情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ シリアル番号情報を取得 

GoodsMvtCreateController クラスの getGoodsMvtSerialNumberList メソッドを使用すると、設定したシリアル番号情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 

 

 
注意事項！ 

 
入出庫伝票登録 API に関して、import、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_GOODSMVT_CREATE」の BAPI 仕様を確認してください。 
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6.6 入出庫伝票一覧 照会 API 

6.6.1 GoodsMvtGetItemsController 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 上から入出庫伝票一覧情報を取得する API が提供されています。

入出庫伝票一覧情報を取得するためには、GoodsMvtGetItemsController クラスの持つ各メソッドを利用する必要

があります。GoodsMvtGetItemsController 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 GoodsMvtGetItemsController コンストラクタ（引数無し）。 

2 GoodsMvtGetItemsController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 GoodsMvtGetItemsController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

5 executeBapi BapiController により入出庫伝票一覧を取得します。 

6 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

7 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

8 getBatchRaList ロットの範囲情報を取得します。 

9 getGoodsMvtHeaderList リターン構造、入出庫伝票ヘッダ情報を取得します。 

10 getGoodsMvtItemsList リターン構造、入出庫伝票明細情報を取得します。 

11 getMaterialRaList 品目コードの範囲情報を取得します。 

12 getMoveTypeRaList 移動タイプの範囲情報を取得します。 

13 getPlantRaList プラントの範囲情報を取得します。 

14 getPstngDateRaList 登録日付の範囲情報を取得します。 
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15 getSpecStockRaList 特殊在庫区分の範囲情報を取得します。 

16 getStgeLocRaList 保管場所の範囲情報を取得します。 

17 getTrEvTypeRaList トランザクション/イベントタイプの範囲情報を取得します。 

18 getUserNameRaList ユーザ名の範囲情報を取得します。 

19 getVendorRaList 仕入先の範囲情報を取得します。 
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6.6.2 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/tutorial6-6-2/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（入出庫伝票一覧照会 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-6-2/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/tutorial6-6-2/im_sapapi.js 

 
// 入出庫伝票一覧 
 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon; 
    var objResult; 
    var goodsmvtitemslist; 
    var goodsmvtheaderlist; 
 var vendorralist; 
 var usernameralist; 
 var trevtyperalist; 
 var stgelocralist; 
 var specstockralist; 
 var pstngdateralist; 
 var plantralist; 
 var movetyperalist; 
 var materialralist; 
  
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon = new GoodsMvtGetItemsController();   ・・・ 説明1 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テーブル項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setTblParam("PstngDateRa", "SIGN", "I", 1); //選択演算子 SIGN (テーブル範囲) 
    objCon.setTblParam("PstngDateRa", "OPTION", "BT", 1); //選択演算子 OPTION (範囲テーブル) 
    objCon.setTblParam("PstngDateRa", "LOW", "20070120", 1); //伝票の転記日付 
    objCon.setTblParam("PstngDateRa", "HIGH", "20070123", 1); //伝票の転記日付 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objResult = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明3 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 

説明 2 
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    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if (objResult["ERR_CODE"] != null){ 
        Debug.browse(objResult); 
 } 
   
    // エラーが発生していない場合 
 goodsmvtitemslist = objCon.getGoodsMvtItemsList(); 
 goodsmvtheaderlist = objCon.getGoodsMvtHeaderList(); 
  
 vendorralist = objCon.getVendorRaList(); 
 usernameralist = objCon.getUserNameRaList(); 
 trevtyperalist = objCon.getTrEvTypeRaList(); 
 stgelocralist = objCon.getStgeLocRaList(); 
 specstockralist = objCon.getSpecStockRaList(); 
 pstngdateralist = objCon.getPstngDateRaList(); 
 plantralist = objCon.getPlantRaList(); 
 movetyperalist = objCon.getMoveTypeRaList(); 
 materialralist = objCon.getMaterialRaList(); 
  
    Client.set("goodsmvtitemslist", goodsmvtitemslist);  
    Client.set("goodsmvtheaderlist", goodsmvtheaderlist);  
    Client.set("vendorralist", vendorralist);  
    Client.set("usernameralist", usernameralist);  
    Client.set("trevtyperalist", trevtyperalist);  
    Client.set("stgelocralist", stgelocralist);  
    Client.set("specstockralist", specstockralist);  
    Client.set("pstngdateralist", pstngdateralist);  
    Client.set("plantralist", plantralist);  
    Client.set("movetyperalist", movetyperalist);  
    Client.set("materialralist", materialralist);  
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-6-2/result.js 

 
//■入出庫伝票一覧 
var goodsMvtItemsList; 
var goodsMvtItemsCount; 
var goodsMvtHeaderList; 
var goodsMvtHeaderCount; 
 
var vendorRaList; 
var vendorRaCount; 
var userNameRaList; 
var userNameRaCount; 
var trEvTypeRaList; 
var trEvTypeRaCount; 
var stgeLocRaList; 
var stgeLocRaCount; 
var specStockRaList; 
var specStockRaCount; 
var pstngDateRaList; 
var pstngDateRaCount; 
var plantRaList; 
var plantRaCount; 
var moveTypeRaList; 
var moveTypeRaCount; 
var materialRaList; 
var materialRaCount; 
 
 
function init(request) 
{ 
 //入出庫伝票 
    goodsMvtItemsList  = Client.get("goodsmvtitemslist");     

説明 4 
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    goodsMvtHeaderList  = Client.get("goodsmvtheaderlist"); 
 vendorRaList = Client.get("vendorralist"); 
 userNameRaList = Client.get("usernameralist"); 
 trEvTypeRaList = Client.get("trevtyperalist"); 
 stgeLocRaList = Client.get("stgelocralist"); 
 specStockRaList = Client.get("specstockralist"); 
 pstngDateRaList = Client.get("pstngdateralist"); 
 plantRaList = Client.get("plantralist"); 
 moveTypeRaList = Client.get("movetyperalist"); 
 materialRaList = Client.get("materialralist"); 
 
    goodsMvtItemsCount = goodsMvtItemsList.length; 
    goodsMvtHeaderCount = goodsMvtHeaderList.length; 
 vendorRaCount = vendorRaList.length; 
 userNameRaCount = userNameRaList.length; 
 trEvTypeRaCount = trEvTypeRaList.length; 
 stgeLocRaCount = stgeLocRaList.length; 
 specStockRaCount = specStockRaList.length; 
 pstngDateRaCount = pstngDateRaList.length; 
 plantRaCount = plantRaList.length; 
 moveTypeRaCount = moveTypeRaList.length; 
 materialRaCount = materialRaList.length; 
 
    Client.remove("goodsmvtitemslist"); 
    Client.remove("goodsmvtheaderlist"); 
 Client.remove("vendorralist"); 
 Client.remove("usernameralist"); 
 Client.remove("trevtyperalist"); 
 Client.remove("stgelocralist"); 
 Client.remove("specstockralist"); 
 Client.remove("pstngdateralist"); 
 Client.remove("plantralist"); 
 Client.remove("movetyperalist"); 
 Client.remove("materialralist"); 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-6-2/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> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
 <B>■入出庫伝票一覧照会(結果)</B><BR><BR> 
     
■入出庫伝票ヘッダ一覧(<IMART value=goodsMvtHeaderCount  type="string"></IMART>件)<br> 
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<table border="1"> 
 <tbody> 
  <tr> 
   <th>No.</th> 
   <th>入出庫伝票番号</th> 
   <th>入出庫伝票年度</th> 
   <th>トランザクション/イベントタイプ</th> 
   <th>伝票の伝票日付</th> 
   <th>伝票の転記日付</th> 
   <th>会計伝票登録日</th> 
   <th>登録時刻</th> 
   <th>ユーザ名</th> 
   <th>入出庫票の印刷バージョン</th> 
   <th>貿易データ番号: MM/SD 伝票</th> 
   <th>参照伝票番号</th> 
   <th>伝票ヘッダテキスト</th> 
   <th>参照伝票番号</th> 
  </tr> 
  <IMART type="repeat" index="idx" item="record" 
   list=goodsMvtHeaderList> 
  <tr> 
   <td><IMART value=idx type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=idx type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.MAT_DOC type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.MAT_DOC type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.DOC_YEAR type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.DOC_YEAR type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.TR_EV_TYPE type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.TR_EV_TYPE type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.DOC_DATE type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.DOC_DATE type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.PSTNG_DATE type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.PSTNG_DATE type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.ENTRY_DATE type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.ENTRY_DATE type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.ENTRY_TIME type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.ENTRY_TIME type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.USERNAME type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.USERNAME type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.VER_GR_GI_SLIP type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.VER_GR_GI_SLIP type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.EXPIMP_NO type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.EXPIMP_N type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.REF_DOC_NO type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.REF_DOC_NO type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.HEADER_TXT type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.HEADER_TXT type="string"></IMART></td> 
   <td><IMART value=record.REF_DOC_NO_LONG type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.REF_DOC_NO_LONG type="string"></IMART></td> 
  </tr> 
  </IMART type="repeat"> 
 </tbody> 
</table><BR> 
 
 
        ・・・ 中略 詳細はチュートリアルプログラムを参照 ・・・ 
 
 
■MATERIAL_RA( 
<IMART value=materialRaCount type="string"></IMART> 
件) 
<br> 
<table border="1"> 
 <tbody> 
  <tr> 
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   <th>No.</th> 
   <th>選択演算子 SIGN (テーブル範囲)</th> 
   <th>選択演算子 OPTION (範囲テーブル)</th> 
   <th>仕入先勘定コード(LOW)</th> 
   <th>仕入先勘定コード(HIGH)</th> 
  </tr> 
  <IMART type="repeat" index="idx" item="record" list=materialRaList> 
  <tr> 
   <td><IMART value=idx type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=idx type="string"></IMART></td> 
 
   <td><IMART value=record.SIGN type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.SIGN type="string"></IMART></td> 
 
   <td><IMART value=record.OPTION type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.OPTION type="string"></IMART></td> 
 
   <td><IMART value=record.LOW type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.LOW type="string"></IMART></td> 
 
   <td><IMART value=record.HIGH type="decision" case=""><br> 
   </IMART><IMART value=record.HIGH type="string"></IMART></td> 
  </tr> 
  </IMART type="repeat"> 
 </tbody> 
</table> 
</BODY> 
</HTML> 

 

 
【説明１】 入出庫伝票一覧照会 API のインスタンス生成 

GoodsMvtGetItemsController 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、入

出庫伝票一覧照会 BAPI（BAPI_GOODSMVT_GETITEMS）の import 型の table パラメータに値を設定すること

ができます。 

 
【説明 2】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

BATCH_RA ロットの範囲 BatchRa 

GOODSMVT_HEADER リターン構造、 

入出庫伝票ヘッダ 

GoodsMvtHeader 

GOODSMVT_ITEMS リターン構造、入出庫伝票明細 GoodsMvtItems 

MATERIAL_RA 品目コードの範囲 MaterialRa 

MOVE_TYPE_RA 移動タイプの範囲 MoveTypeRa 

PLANT_RA プラントの範囲 PlantRa 

PSTNG_DATE_RA 登録日付の範囲 PstngDateRa 
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SPEC_STOCK_RA 特殊在庫区分の範囲 SpecStockRa 

STGE_LOC_RA 保管場所の範囲 StgeLocRa 

TR_EV_TYPE_RA トランザクション/ 

イベントタイプの範囲 

TrEvTypeRa 

USERNAME_RA ユーザ名の範囲 UserNameRa 

VENDOR_RA 仕入先の範囲 VendorRa 

 
【説明 3】 入出庫伝票一覧照会 

GoodsMvtGetItemsController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値で SAP R/3 より

入出庫伝票一覧データとして照会されます。 

入出庫伝票一覧照会用 BAPI（BAPI_GOODSMVT_GETITEMS）の実行後に RETURN パラメータの内容も取得

します。 

 
【説明 4】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の

Type情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外のBapiReturnオブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能で

す。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセー

ジが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ ロットの範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getBatchRaList メソッドを使用すると、設定したロットの範囲情報を取得する

ことが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ リターン構造、入出庫伝票ヘッダ情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getGoodsMvtHeaderList メソッドを使用すると、取得したリターン構造、入出

庫伝票ヘッダ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ リターン構造、入出庫伝票明細情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getGoodsMvtItemsList メソッドを使用すると、取得したリターン構造、入出

庫伝票明細情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 品目コードの範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getMaterialRaList メソッドを使用すると、設定した品目コードの範囲情報を
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取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 移動タイプの範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getMoveTypeRaList メソッドを使用すると、設定した移動タイプの範囲情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ プラントの範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getPlantRaList メソッドを使用すると、設定したプラントの範囲情報を取得す

ることが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 登録日付の範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getPstngDateRaList メソッドを使用すると、設定した登録日付の範囲情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 特殊在庫区分の範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getSpecStockRaList メソッドを使用すると、設定した特殊在庫区分の範囲情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 保管場所の範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getStgeLocRaList メソッドを使用すると、設定した保管場所の範囲情報を取

得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ トランザクション/イベントタイプの範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getTrEvTypeRaList メソッドを使用すると、設定したトランザクション/イベント

タイプの範囲情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ ユーザ名の範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getUserNameRaList メソッドを使用すると、設定したユーザ名の範囲情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 仕入先の範囲情報を取得 

GoodsMvtGetItemsController クラスの getVendorRaList メソッドを使用すると、設定した仕入先の範囲情報を取得

することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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6.7 引合伝票 登録 API 

6.7.1 InquiryCreateFromData2Controller 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、引合伝票情報を SAP R/3 に登録する API

が提供されています。引合伝票情報を登録するためには、InquiryCreateFromData2Controller クラスの持つ各メソ

ッドを利用する必要があります。InquiryCreateFromData2Controller 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、引合伝票として必要 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 InquiryCreateFromData2Controller コンストラクタ（引数無し）。 

2 InquiryCreateFromData2Controller 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 InquiryCreateFromData2Controller 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setBehaveWhenError import 項目：エラー処理を設定します。 

5 setBinaryRelationshiptype import 項目：バイナリ関連タイプ (専用)を設定します。 

6 setConvert import 項目：変換: 取引先機能 + 受注伝票タイプを設定します。 

7 setIntNumberAssignment import 項目：明細番号内部採番を設定します。 

8 setSalesdocumentin import 項目：販売管理伝票番号を設定します。 

9 setTestrun import 項目：テスト実行を設定します。 

10 setStrParam 
※第１～第 3 引数あり 

構造型の各項目に値を設定する。第 1 引数に structure 名、第 2 引

数に項目名、第 3 引数に値を設定する。 

11 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

12 executeBapi BapiController により引合伝票を登録します。 

13 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

14 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 
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15 getBehaveWhenError import 項目：エラー処理を取得します。 

16 getBinaryRelationshiptype import 項目：バイナリ関連タイプ (専用)を取得します。 

17 getConvert import 項目：変換: 取引先機能 + 受注伝票タイプを取得します。 

18 getIntNumberAssignment import 項目：明細番号内部採番を取得します。 

19 getSalesdocumentin import 項目：販売管理伝票番号を取得します。 

20 getTestrun import 項目：テスト実行を取得します。 

21 getSalesdocument export 項目：販売伝票番号を取得します。 

22 getExtensionInList import 項目：設定した VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張情報を

取得します。 

23 getInquiryCfgsBlobList import 項目：設定した選定: BLOB 内部データ (SCE)情報を取得し

ます。 

24 getInquiryCfgsInstList import 項目：設定した選定: インスタンス情報を取得します。 

25 getInquiryCfgsPartOfList import 項目：設定した選定: 部分設定情報を取得します。 

26 getInquiryCfgsRefList import 項目：設定した選定: 参照データ情報を取得します。 

27 getInquiryCfgsRefInstList import 項目：設定した選定: 参照明細/インスタンス情報を取得しま

す。 

28 getInquiryCfgsValueList import 項目：設定した選定: 特性値情報を取得します。 

29 getInquiryCfgsVkList import 項目：設定した選定: バリアント条件キー情報を取得します。

30 getInquiryConditionsInList import 項目：設定した条件情報を取得します。 

31 getInquiryConditionsInXList import 項目：設定した受注における条件更新の通信項目情報を取

得します。 

32 getInquiryHeaderIn import 項目：設定した引合伝票ヘッダデータ情報を取得します。 

33 getInquiryHeaderInX import 項目：設定したヘッダデータチェックボックス情報を取得しま

す。 

34 getInquiryItemsInList import 項目：設定した明細データ情報を取得します。 

35 getInquiryItemsInXList import 項目：設定した明細データチェックボックス情報を取得しま

す。 

36 getInquiryKeysList import 項目：設定した参照キーの出力テーブル情報を取得します。

37 getInquiryPartnersList import 項目：設定した伝票取引先情報を取得します。 

38 getInquirySchedulesInList import 項目：設定した納入日程行情報を取得します。 
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39 getInquirySchedulesInXList import 項目：設定した納入日程行チェックボックス情報を取得しま

す。 

40 getInquiryTextList import 項目：設定したテキスト情報を取得します。 

41 getLogicSwitch import 項目：設定した内部制御パラメータ情報を取得します。 

42 getPartnerAddressesList import 項目：設定したアドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造情

報を取得します。 

43 getSender import 項目：設定した論理システム - 送信者情報を取得します。 
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6.7.2 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/tutorial6-7-2/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（引合伝票登録 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-7-2/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/tutorial6-7-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objResult;                                                              // executeBapi実行結果 
    var objMsg;                                                                 // executeBapi実行結果メ

ッセージ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon = new InquiryCreateFromData2Controller();   ・・・ 説明1 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テスト実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setTestrun("");                ・・・ 説明2 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 構造体項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 通信項目: 販売管理伝票ヘッダ 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "DOC_TYPE", "AF");                   // 販売伝票タイプ 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "QT_VALID_F", "20070301");           // 見積/引合有効開始日 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "QT_VALID_T", "20070331");           // 見積の有効終了日 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "PURCH_NO_C", "API_引合伝票登録1");  // 出荷先発注番号 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テーブル項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 伝票取引先 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "AG", 1);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 1);      // 得意先コード1 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "WE", 2);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 2);      // 得意先コード1 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "RG", 3);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 3);      // 得意先コード1     

説明 3 

説明 4 
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    //ORDER_ITEMS_IN[明細データ] 
    objCon.setTblParam("ItemsIn", "MATERIAL", "000000000000000011", 1); // 品目コード 
 
    //ORDER_SCHEDULES_IN[納入日程行データ] 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "REQ_QTY", "3", 1);           //販売単位による受注数量 
 
     
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
     objResult = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明5 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //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) { 
       //エラーメッセージ出力 
       Debug.browse(objResult); 
    } 
 
    // エラーが発生していない場合 
    // 販売伝票番号をセット 
    var salesdocument = objCon.getSalesdocument(); 
    Client.set("salesdocument", salesdocument); 
 
    // アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造 
    var partneraddresseslist = objCon.getPartnerAddressesList(); 
    Client.set("partneraddresseslist", partneraddresseslist); 
 
    // VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張 
    var extensioninlist = objCon.getExtensionInList(); 
    Client.set("extensioninlist", extensioninlist); 
 
    // 選定: BLOB 内部データ (SCE) 
    var cfgsbloblist = objCon.getInquiryCfgsBlobList(); 
    Client.set("cfgsbloblist", cfgsbloblist); 
 
    // テキスト 
    var textlist = objCon.getInquiryTextList(); 
    Client.set("textlist", textlist); 
 
    // 納入日程行チェックボックス 
    var schedulesinxlist = objCon.getInquirySchedulesInXList(); 
    Client.set("schedulesinxlist", schedulesinxlist); 
 
    // 納入日程行 
    var schedulesinlist = objCon.getInquirySchedulesInList(); 
    Client.set("schedulesinlist", schedulesinlist); 
 
    // 伝票取引先 
    var partnerslist = objCon.getInquiryPartnersList(); 
    Client.set("partnerslist", partnerslist); 
 
    // 参照キーの出力テーブル 
    var keyslist = objCon.getInquiryKeysList(); 
    Client.set("keyslist", keyslist); 
 
    // 明細データチェックボックス 
    var itemsinxlist = objCon.getInquiryItemsInXList(); 
    Client.set("itemsinxlist", itemsinxlist); 
 
    // 明細データ 
    var itemsinlist = objCon.getInquiryItemsInList(); 

説明 4 

説明 6 
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    Client.set("itemsinlist", itemsinlist); 
 
    // 選定: インスタンス 
    var cfgsinstlist = objCon.getInquiryCfgsInstList(); 
    Client.set("cfgsinstlist", cfgsinstlist); 
 
    // 選定: 部分設定 
    var cfgspartoflist = objCon.getInquiryCfgsPartOfList(); 
    Client.set("cfgspartoflist", cfgspartoflist); 
 
    // 受注における条件更新の通信項目 
    var conditionsinxlist = objCon.getInquiryConditionsInXList(); 
    Client.set("conditionsinxlist", conditionsinxlist); 
 
    // 条件 
    var conditionsinlist = objCon.getInquiryConditionsInList(); 
    Client.set("conditionsinlist", conditionsinlist); 
 
    // 選定: バリアント条件キー 
    var cfgsvklist = objCon.getInquiryCfgsVkList(); 
    Client.set("cfgsvklist", cfgsvklist); 
 
    // 選定: 特性値 
    var cfgsvaluelist = objCon.getInquiryCfgsValueList(); 
    Client.set("cfgsvaluelist", cfgsvaluelist); 
 
    // 選定: 参照明細/インスタンス 
    var cfgsrefinstlist = objCon.getInquiryCfgsRefInstList(); 
    Client.set("cfgsrefinstlist", cfgsrefinstlist); 
 
    // 選定: 参照データ 
    var cfgsreflist = objCon.getInquiryCfgsRefList(); 
    Client.set("cfgsreflist", cfgsreflist); 
 
    //API実行結果メッセージを取得します。 
    objMsg = objCon.getBapiReturnMessage(); 
 
    Client.set("ret", objMsg); 
 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-7-2/result.js 

 
var salesDocument; 
var partneraddressesList; 
var partneraddresseslistCount; 
var extensioninList; 
var extensioninlistCount; 
var cfgsblobList; 
var cfgsbloblistCount; 
var textList; 
var textlistCount; 
var schedulesinxList; 
var schedulesinxlistCount; 
var schedulesinList; 
var schedulesinlistCount; 
var partnersList; 
var partnerslistCount; 
var keysList; 
var keyslistCount; 
var itemsinxList; 
var itemsinxlistCount; 
var itemsinList; 

説明 6 
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var itemsinlistCount; 
var cfgsinstList; 
var cfgsinstlistCount; 
var cfgspartofList; 
var cfgspartoflistCount; 
var conditionsinxList; 
var conditionsinxlistCount; 
var conditionsinList; 
var conditionsinlistCount; 
var cfgsvkList; 
var cfgsvklistCount; 
var cfgsvalueList; 
var cfgsvaluelistCount; 
var cfgsrefinstList; 
var cfgsrefinstlistCount; 
var cfgsrefList; 
var cfgsreflistCount; 
var ret; 
 
function init(request) 
{ 
     
    // 販売伝票番号をセット 
    salesDocument = Client.get("salesdocument"); 
 
    // アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造 
    partneraddressesList = Client.get("partneraddresseslist"); 
    partneraddresseslistCount = partneraddressesList.length; 
 
    // VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張 
    extensioninList = Client.get("extensioninlist"); 
    extensioninlistCount = extensioninList.length; 
 
    // 選定: BLOB 内部データ (SCE) 
    cfgsblobList = Client.get("cfgsbloblist"); 
    cfgsbloblistCount = cfgsblobList.length; 
 
    // テキスト 
    textList = Client.get("textlist"); 
    textlistCount = textList.length; 
 
    // 納入日程行チェックボックス 
    schedulesinxList = Client.get("schedulesinxlist"); 
    schedulesinxlistCount = schedulesinxList.length; 
 
    // 納入日程行 
    schedulesinList = Client.get("schedulesinlist"); 
    schedulesinlistCount = schedulesinList.length; 
 
    // 伝票取引先 
    partnersList = Client.get("partnerslist"); 
    partnerslistCount = partnersList.length; 
 
    // 参照キーの出力テーブル 
    keysList = Client.get("keyslist"); 
    keyslistCount = keysList.length; 
 
    // 明細データチェックボックス 
    itemsinxList = Client.get("itemsinxlist"); 
    itemsinxlistCount = itemsinxList.length; 
 
    // 明細データ 
    itemsinList = Client.get("itemsinlist"); 
    itemsinlistCount = itemsinList.length; 
 
    // 選定: インスタンス 
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    cfgsinstList = Client.get("cfgsinstlist"); 
    cfgsinstlistCount = cfgsinstList.length; 
 
    // 選定: 部分設定 
    cfgspartofList = Client.get("cfgspartoflist"); 
    cfgspartoflistCount = cfgspartofList.length; 
 
    // 受注における条件更新の通信項目 
    conditionsinxList = Client.get("conditionsinxlist"); 
    conditionsinxlistCount = conditionsinxList.length; 
 
    // 条件 
    conditionsinList = Client.get("conditionsinlist"); 
    conditionsinlistCount = conditionsinList.length; 
 
    // 選定: バリアント条件キー 
    cfgsvkList = Client.get("cfgsvklist"); 
    cfgsvklistCount = cfgsvkList.length; 
 
    // 選定: 特性値 
    cfgsvalueList = Client.get("cfgsvaluelist"); 
    cfgsvaluelistCount = cfgsvalueList.length; 
 
    // 選定: 参照明細/インスタンス 
    cfgsrefinstList = Client.get("cfgsrefinstlist"); 
    cfgsrefinstlistCount = cfgsrefinstList.length; 
 
    // 選定: 参照データ 
    cfgsrefList = Client.get("cfgsreflist"); 
    cfgsreflistCount = cfgsrefList.length; 
 
    Client.remove("partneraddresseslist"); 
    Client.remove("extensioninlist"); 
    Client.remove("cfgsbloblist"); 
    Client.remove("textlist"); 
    Client.remove("schedulesinxlist"); 
    Client.remove("schedulesinlist"); 
    Client.remove("partnerslist"); 
    Client.remove("keyslist"); 
    Client.remove("itemsinxlist"); 
    Client.remove("itemsinlist"); 
    Client.remove("cfgsinstlist"); 
    Client.remove("cfgspartoflist"); 
    Client.remove("conditionsinxlist"); 
    Client.remove("conditionsinlist"); 
    Client.remove("cfgsvklist"); 
    Client.remove("cfgsvaluelist"); 
    Client.remove("cfgsrefinstlist"); 
    Client.remove("cfgsreflist"); 
 
 //API実行結果を取得します。 
 ret = Client.get("ret"); 
 
 Client.remove("ret"); 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-7-2/result.html 

 



intra-mart SAP 連携モジュールチュートリアル

 

Page 266 Copyright 2000-2008 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
 
<HTML> 
    <HEAD> 
        <TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
         
        TH{ 
     color: #FFFFFF; 
     background-color : #0000cc; 
     font-size : x-small; 
     height : 20px; 
     vertical-align: middle; 
  } 
   
  TD{ 
    color: black; 
    font-size : x-small; 
     height : 20px; 
     vertical-align: middle; 
  } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
  <B>■引合伝票登録(結果)</B><BR><BR> 
  <table border="1"> 
  <tbody> 
  <TR> 
   <th>BAPI 実行結果メッセージ</th> 
  </TR> 
  <TR> 
   <td><IMART type="decision" case="" value=ret><br></IMART><IMART type="string" value=ret></IMART></td> 
  </TR> 
  </tbody> 
  </table> 
  <BR> 
        <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
   <TR><TH >伝票番号</TH><TD><IMART type="string" value = salesDocument></IMART></TD> 
            </TR> 
        </TABLE> 
        <BR> 
        ■アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造一覧(<IMART type="string" 
value=partneraddresseslistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR> 
                   <TH>No.</TH> 
                   <TH>アドレス番号</TH> 
                   <TH>敬称テキスト</TH> 
                   <TH>名称 1</TH> 
                   <TH>名称 2</TH> 
                   <TH>名称 3</TH> 
                   <TH>名称 4</TH> 
 
 
        ・・・ 中略 詳細はチュートリアルプログラムを参照 ・・・ 
 
 
        ■選定: 参照明細/インスタンス一覧(<IMART type="string" value=cfgsreflistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR bgcolor="#00ffff"> 
                   <TH>No.</TH> 
                   <TH>外部明細番号</TH> 
                   <TH>外部選定 ID (仮)</TH> 
                   <TH>選定におけるインスタンス番号</TH> 
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                   <TH>CUX: 選定タイプ</TH> 
                   <TH>ナレッジベースオブジェクト</TH> 
                   <TH>SCE ナレッジベースの実行時バージョン</TH> 
                   <TH>一般区分</TH> 
                   <TH>一般区分</TH> 
                   <TH>CU: 選定の BLOB (SCE)</TH> 
                   <TH>ナレッジベースプロファイル</TH> 
                   <TH>システム設定の言語</TH> 
                   <TH>インスタンス番号 (固定)</TH> 
                   <TH>インスタンス番号タイプ (固定)</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=cfgsrefList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART><IMART type="string" value = 
idx></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.POSEX><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.POSEX></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CONFIG_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CONFIG_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.ROOT_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.ROOT_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SCE><BR></IMART><IMART type="string" 
value = record.SCE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBNAME><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBNAME></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBVERSION><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBVERSION></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COMPLETE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.COMPLETE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CONSISTENT><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CONSISTENT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CFGINFO><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CFGINFO></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBPROFILE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBPROFILE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBLANGUAGE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBLANGUAGE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CBASE_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CBASE_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CBASE_ID_TYPE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CBASE_ID_TYPE></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
   </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 引合伝票登録 API のインスタンス生成 

InquiryCreateFromData2Controller 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、引合伝票登録 BAPI（BAPI_INQUIRY_CREATEFROMDATA2）の import 型の import、structure、table パラ

メータに値を設定することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

      import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 structure の各項目に値を設定 

structure パラメータの項目に値を設定する場合は、setStrParam メソッドを使用します。第一引数の structure 
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名称は固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属

性の項目名称を設定してください。structure 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値を設定します。 

 

SAP R/3 structure セットする固定名称 

INQUIRY_HEADER_IN 引合伝票ヘッダデータ HeaderIn 

INQUIRY_HEADER_INX ヘッダデータチェックボックス HeaderInX 

LOGIC_SWITCH 内部制御パラメータ LogicSwitch 

SENDER 論理システム - 送信者 Sender 

 
【説明 4】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

EXTENSIONIN VBAK、VBAP、VBEP の 

カスタマ拡張 

ExtensionIn 

INQUIRY_CFGS_BLOB 選定: BLOB  

内部データ (SCE) 

CfgsBlob 

INQUIRY_CFGS_INST 選定: インスタンス CfgsInst 

INQUIRY_CFGS_PART_OF 選定: 部分設定 CfgsPartOf 

INQUIRY_CFGS_REF 選定: 参照データ CfgsRef 

INQUIRY_CFGS_REFINST 選定: 参照明細/インスタンス CfgsRefInst 

INQUIRY_CFGS_VALUE 選定: 特性値 CfgsValue 

INQUIRY_CFGS_VK 選定: バリアント条件キー CfgsVk 

INQUIRY_CONDITIONS_IN 条件 ConditionsIn 

INQUIRY_CONDITIONS_INX 受注における条件更新の 

通信項目 

ConditionsInX 

INQUIRY_ITEMS_IN 明細データ ItemsIn 

INQUIRY_ITEMS_INX 明細データチェックボックス ItemsInX 

INQUIRY_KEYS 参照キーの出力テーブル Keys 

INQUIRY_PARTNERS 伝票取引先 Partners 
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INQUIRY_SCHEDULES_IN 納入日程行 SchedulesIn 

INQUIRY_SCHEDULES_INX 納入日程行チェックボックス SchedulesInX 

INQUIRY_TEXT テキスト Text 

PARTNERADDRESSES アドレス (組織/会社) 用  

BAPI 参照構造 

PartnerAddresses 

 

 
【説明 5】 引合伝票の登録 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値が SAP R/3 

上に、引合伝票データとして登録されます。登録が成功した場合には、引合伝票登録 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には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

成功・失敗の基準は、引合伝票登録用 BAPI（BAPI_INQUIRY_CREATEFROMDATA2）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。 

 
【説明 6】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn

の Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得することが可

能です。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の

Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メ

ッセージが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ エラー処理情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getBehaveWhenError メソッドを使用すると、設定したエラー処理情報

を取得することが可能です。 

 
□ バイナリ関連タイプ (専用)情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getBinaryRelationshiptype メソッドを使用すると、設定したバイナリ関

連タイプ (専用)情報を取得することが可能です。 

 
□ 変換: 取引先機能 + 受注伝票タイプ情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getConvert メソッドを使用すると、設定した変換: 取引先機能 + 受注

伝票タイプ情報を取得することが可能です。 

 
□ 明細番号内部採番情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getIntNumberAssignment メソッドを使用すると、設定した明細番号内

部採番情報を取得することが可能です。 
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□ 販売管理伝票番号情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getSalesdocumentin メソッドを使用すると、設定した販売管理伝票番

号情報を取得することが可能です。 

 
□ テスト実行情報を取得 

InquiryCreateFromData2ControllerクラスのgetTestrunメソッドを使用すると、設定したテスト実行情報を取得するこ

とが可能です。 

 
□ 販売伝票番号情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getSalesdocument メソッドを使用すると、取得した販売伝票番号情報

を取得することが可能です。 

 
□ VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getExtensionInList メソッドを使用すると、設定した VBAK、VBAP、

VBEP のカスタマ拡張情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: BLOB 内部データ (SCE)情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryCfgsBlobList メソッドを使用すると、設定した選定: BLOB 

内部データ (SCE)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: インスタンス情報を取得 

InquiryCreateFromData2ControllerクラスのgetInquiryCfgsInstListメソッドを使用すると、設定した選定: インスタン

ス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 部分設定情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryCfgsPartOfList メソッドを使用すると、設定した選定: 部分

設定情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 参照データ情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryCfgsRefList メソッドを使用すると、設定した選定: 参照デー

タ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 参照明細/インスタンス情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryCfgsRefInstList メソッドを使用すると、設定した選定: 参照

明細/インスタンス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 特性値情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryCfgsValueList メソッドを使用すると、設定した選定: 特性値

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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□ 選定: バリアント条件キー情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryCfgsVkList メソッドを使用すると、設定した選定: バリアント

条件キー情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 条件情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryConditionsInList メソッドを使用すると、設定した条件情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 受注における条件更新の通信項目情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryConditionsInXList メソッドを使用すると、設定した受注にお

ける条件更新の通信項目情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 引合伝票ヘッダデータ情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryHeaderIn メソッドを使用すると、設定した引合伝票ヘッダデ

ータ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ ヘッダデータチェックボックス情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryHeaderInX メソッドを使用すると、設定したヘッダデータチェ

ックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 明細データ情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryItemsInList メソッドを使用すると、設定した明細データ情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 明細データチェックボックス情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryItemsInXList メソッドを使用すると、設定した明細データチ

ェックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 参照キーの出力テーブル情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryKeysList メソッドを使用すると、設定した参照キーの出力テ

ーブル情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 伝票取引先情報を取得 

InquiryCreateFromData2ControllerクラスのgetInquiryPartnersListメソッドを使用すると、設定した伝票取引先情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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□ 納入日程行情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquirySchedulesInList メソッドを使用すると、設定した納入日程行

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 納入日程行チェックボックス情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquirySchedulesInXList メソッドを使用すると、設定した納入日程

行チェックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ テキスト情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getInquiryTextList メソッドを使用すると、設定したテキスト情報を取得

することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 内部制御パラメータ情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getLogicSwitch メソッドを使用すると、設定した内部制御パラメータ情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getPartnerAddressesList メソッドを使用すると、設定したアドレス (組織

/会社) 用 BAPI 参照構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 論理システム - 送信者情報を取得 

InquiryCreateFromData2Controller クラスの getSender メソッドを使用すると、設定した論理システム - 送信者情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 

 
注意事項！ 

 

 

 

 

引合伝票登録 API に関して、import、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_INQUIRY_CREATEFROMDATA2」の BAPI 仕様を確認してください。 
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6.8 見積伝票 登録 API 

6.8.1 QuotationCreateFromData2Controller 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、見積伝票情報を SAP R/3 に登録する API

が提供されています。見積伝票情報を登録するためには、QuotationCreateFromData2Controller クラスの持つ各

メソッドを利用する必要があります。QuotationCreateFromData2Controller 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、見積伝票として必要 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 QuotationCreateFromData2Controller コンストラクタ（引数無し）。 

2 QuotationCreateFromData2Controller
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使

用する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 QuotationCreateFromData2Controller
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。SAPClient の接続情報を使う場合に

使用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setBehaveWhenError import 項目：エラー処理を設定します。 

5 setBinaryRelationshiptype import 項目：バイナリ関連タイプ (専用)を設定します。 

6 setConvert import 項目：取引先機能/受注伝票タイプの変換を設定します。 

7 setIntNumberAssignment import 項目：明細番号内部採番を設定します。 

8 setSalesdocumentin import 項目：見積伝票番号を設定します。 

9 setTestrun import 項目：テスト実行を設定します。 

10 setStrParam 
※第１～第 3 引数あり 

構造型の各項目に値を設定する。第 1 引数に structure 名、第 2 引

数に項目名、第 3 引数に値を設定する。 

11 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第

2 引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定す

る。 

12 executeBapi BapiController により見積伝票を登録します。 

13 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果である BapiReturn の Type 情報が正常(デフォルト

値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全

て返します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 
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14 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果である BapiReturn の Type 情報が正常(デフォルト

値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返しま

す。メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

15 getBehaveWhenError import 項目：エラー処理を取得します。 

16 getBinaryRelationshiptype import 項目：バイナリ関連タイプ (専用)を取得します。 

17 getConvert import 項目：取引先機能/受注伝票タイプの変換を取得します。 

18 getIntNumberAssignment import 項目：明細番号内部採番を取得します。 

19 getSalesdocumentin import 項目：見積伝票番号を取得します。 

20 getTestrun import 項目：テスト実行を取得します。 

21 getSalesdocument export 項目：販売管理伝票番号を取得します。 

22 getExtensionInList import 項目：設定した VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張情報

を取得します。 

23 getLogicSwitch import 項目：設定した内部制御パラメータ情報を取得します。 

24 getPartnerAddressesList import 項目：設定したアドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造情

報を取得します。 

25 getQuotationCfgsBlobList import 項目：設定した選定: BLOB 内部データ (SCE)情報を取得

します。 

26 getQuotationCfgsInstList import 項目：設定した選定: インスタンス情報を取得します。 

27 getQuotationCfgsPartOfList import 項目：設定した選定: 部分設定情報を取得します。 

28 getQuotationCfgsRefList import 項目：設定した選定: 参照データ情報を取得します。 

29 getQuotationCfgsRefInstList import 項目：設定した選定: 参照明細/インスタンス情報を取得しま

す。 

30 getQuotationCfgsValueList import 項目：設定した選定: 特性値情報を取得します。 

31 getQuotationCfgsVkList import項目：設定した選定: バリアント条件キー情報を取得します。

32 getQuotationConditionsInList import 項目：設定した条件情報を取得します。 

33 getQuotationConditionsInXList import 項目：設定した受注における条件更新の通信項目情報を取

得します。 

34 getQuotationHeaderIn import 項目：設定した伝票ヘッダデータ情報を取得します。 

35 getQuotationHeaderInX import 項目：設定した伝票ヘッダチェックボックス情報を取得しま

す。 

36 getQuotationItemsInList import 項目：設定した明細データ情報を取得します。 
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37 getQuotationItemsInXList import 項目：設定した明細データチェックボックス情報を取得しま

す。 

38 getQuotationKeysList import 項目：設定した参照キーの出力テーブル情報を取得しま

す。 

39 getQuotationPartnersList import 項目：設定した伝票取引先情報を取得します。 

40 getQuotationSchedulesInList import 項目：設定した納入日程行データ情報を取得します。 

41 getQuotationSchedulesInXList import 項目：設定した納入日程行データチェックボックス情報を取

得します。 

42 getQuotationTextList import 項目：設定したテキスト情報を取得します。 

43 getSender import 項目：設定した論理システム - 送信者情報を取得します。
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6.8.2 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/tutorial6-8-2/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（見積伝票登録 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-8-2/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/tutorial6-8-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objRet;                                                                 // executeBapi実行結果 
    var objMsg;                                                                 // executeBapi実行結果メ

ッセージ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon = new QuotationCreateFromData2Controller();   ・・・ 説明1 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テスト実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setTestrun("");                ・・・ 説明2 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 構造体項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 通信項目: 販売管理伝票ヘッダ 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "DOC_TYPE", "AG");                   // 販売伝票タイプ 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "QT_VALID_F", "20070301");           // 見積/引合有効開始日 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "QT_VALID_T", "20070331");           // 見積の有効終了日 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "PURCH_NO_C", "API_見積伝票登録1");  // 出荷先発注番号 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テーブル項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 伝票取引先 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "AG", 1);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 1);      // 得意先コード1 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "WE", 2);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 2);      // 得意先コード1 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "RG", 3);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 3);      // 得意先コード1     

説明 3 

説明 4 
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    //ORDER_ITEMS_IN[明細データ] 
    objCon.setTblParam("ItemsIn", "MATERIAL", "000000000000000011", 1); // 品目コード 
 
    //ORDER_SCHEDULES_IN[納入日程行データ] 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "REQ_QTY", "3", 1);           // 販売単位による受注数量 
    
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
     objRet = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明5 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //要素[ERR_CODE]に何らかの値がセットされている場合 
    if (objRet["ERR_CODE"] != null) { 
       //エラーメッセージ出力 
       Debug.browse(objRet); 
    } 
 
    // エラーが発生していない場合 
    // 販売伝票番号をセット 
    var salesdocument = objCon.getSalesdocument(); 
    Client.set("salesdocument", salesdocument); 
 
    // アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造 
    var partneraddresseslist = objCon.getPartnerAddressesList(); 
    Client.set("partneraddresseslist", partneraddresseslist); 
 
    // VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張 
    var extensioninlist = objCon.getExtensionInList(); 
    Client.set("extensioninlist", extensioninlist); 
 
    // 選定: BLOB 内部データ (SCE) 
    var cfgsbloblist = objCon.getQuotationCfgsBlobList(); 
    Client.set("cfgsbloblist", cfgsbloblist); 
 
    // テキスト 
    var textlist = objCon.getQuotationTextList(); 
    Client.set("textlist", textlist); 
 
    // 納入日程行チェックボックス 
    var schedulesinxlist = objCon.getQuotationSchedulesInXList(); 
    Client.set("schedulesinxlist", schedulesinxlist); 
 
    // 納入日程行 
    var schedulesinlist = objCon.getQuotationSchedulesInList(); 
    Client.set("schedulesinlist", schedulesinlist); 
 
    // 伝票取引先 
    var partnerslist = objCon.getQuotationPartnersList(); 
    Client.set("partnerslist", partnerslist); 
 
    // 参照キーの出力テーブル 
    var keyslist = objCon.getQuotationKeysList(); 
    Client.set("keyslist", keyslist); 
 
    // 明細データチェックボックス 
    var itemsinxlist = objCon.getQuotationItemsInXList(); 
    Client.set("itemsinxlist", itemsinxlist); 
 
    // 明細データ 
    var itemsinlist = objCon.getQuotationItemsInList(); 
    Client.set("itemsinlist", itemsinlist); 

説明 4 

説明 6 
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    // 選定: インスタンス 
    var cfgsinstlist = objCon.getQuotationCfgsInstList(); 
    Client.set("cfgsinstlist", cfgsinstlist); 
 
    // 選定: 部分設定 
    var cfgspartoflist = objCon.getQuotationCfgsPartOfList(); 
    Client.set("cfgspartoflist", cfgspartoflist); 
 
    // 受注における条件更新の通信項目 
    var conditionsinxlist = objCon.getQuotationConditionsInXList(); 
    Client.set("conditionsinxlist", conditionsinxlist); 
 
    // 条件 
    var conditionsinlist = objCon.getQuotationConditionsInList(); 
    Client.set("conditionsinlist", conditionsinlist); 
 
    // 選定: バリアント条件キー 
    var cfgsvklist = objCon.getQuotationCfgsVkList(); 
    Client.set("cfgsvklist", cfgsvklist); 
 
    // 選定: 特性値 
    var cfgsvaluelist = objCon.getQuotationCfgsValueList(); 
    Client.set("cfgsvaluelist", cfgsvaluelist); 
 
    // 選定: 参照明細/インスタンス 
    var cfgsrefinstlist = objCon.getQuotationCfgsRefInstList(); 
    Client.set("cfgsrefinstlist", cfgsrefinstlist); 
 
    // 選定: 参照データ 
    var cfgsreflist = objCon.getQuotationCfgsRefList(); 
    Client.set("cfgsreflist", cfgsreflist); 
 
    //API実行結果メッセージを取得します。 
    objMsg = objCon.getBapiReturnMessage(); 
 
    Client.set("ret", objMsg); 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-8-2/result.js 

 
var salesDocument; 
var partneraddressesList; 
var partneraddresseslistCount; 
var extensioninList; 
var extensioninlistCount; 
var cfgsblobList; 
var cfgsbloblistCount; 
var textList; 
var textlistCount; 
var schedulesinxList; 
var schedulesinxlistCount; 
var schedulesinList; 
var schedulesinlistCount; 
var partnersList; 
var partnerslistCount; 
var keysList; 
var keyslistCount; 
var itemsinxList; 
var itemsinxlistCount; 
var itemsinList; 
var itemsinlistCount; 
var cfgsinstList; 

説明 6 
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var cfgsinstlistCount; 
var cfgspartofList; 
var cfgspartoflistCount; 
var conditionsinxList; 
var conditionsinxlistCount; 
var conditionsinList; 
var conditionsinlistCount; 
var cfgsvkList; 
var cfgsvklistCount; 
var cfgsvalueList; 
var cfgsvaluelistCount; 
var cfgsrefinstList; 
var cfgsrefinstlistCount; 
var cfgsrefList; 
var cfgsreflistCount; 
var ret; 
 
function init(request) 
{ 
     
    // 販売伝票番号をセット 
    salesDocument = Client.get("salesdocument"); 
 
    // アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造 
    partneraddressesList = Client.get("partneraddresseslist"); 
    partneraddresseslistCount = partneraddressesList.length; 
 
    // VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張 
    extensioninList = Client.get("extensioninlist"); 
    extensioninlistCount = extensioninList.length; 
 
    // 選定: BLOB 内部データ (SCE) 
    cfgsblobList = Client.get("cfgsbloblist"); 
    cfgsbloblistCount = cfgsblobList.length; 
 
    // テキスト 
    textList = Client.get("textlist"); 
    textlistCount = textList.length; 
 
    // 納入日程行チェックボックス 
    schedulesinxList = Client.get("schedulesinxlist"); 
    schedulesinxlistCount = schedulesinxList.length; 
 
    // 納入日程行 
    schedulesinList = Client.get("schedulesinlist"); 
    schedulesinlistCount = schedulesinList.length; 
 
    // 伝票取引先 
    partnersList = Client.get("partnerslist"); 
    partnerslistCount = partnersList.length; 
 
    // 参照キーの出力テーブル 
    keysList = Client.get("keyslist"); 
    keyslistCount = keysList.length; 
 
    // 明細データチェックボックス 
    itemsinxList = Client.get("itemsinxlist"); 
    itemsinxlistCount = itemsinxList.length; 
 
    // 明細データ 
    itemsinList = Client.get("itemsinlist"); 
    itemsinlistCount = itemsinList.length; 
 
    // 選定: インスタンス 
    cfgsinstList = Client.get("cfgsinstlist"); 
    cfgsinstlistCount = cfgsinstList.length; 
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    // 選定: 部分設定 
    cfgspartofList = Client.get("cfgspartoflist"); 
    cfgspartoflistCount = cfgspartofList.length; 
 
    // 受注における条件更新の通信項目 
    conditionsinxList = Client.get("conditionsinxlist"); 
    conditionsinxlistCount = conditionsinxList.length; 
 
    // 条件 
    conditionsinList = Client.get("conditionsinlist"); 
    conditionsinlistCount = conditionsinList.length; 
 
    // 選定: バリアント条件キー 
    cfgsvkList = Client.get("cfgsvklist"); 
    cfgsvklistCount = cfgsvkList.length; 
 
    // 選定: 特性値 
    cfgsvalueList = Client.get("cfgsvaluelist"); 
    cfgsvaluelistCount = cfgsvalueList.length; 
 
    // 選定: 参照明細/インスタンス 
    cfgsrefinstList = Client.get("cfgsrefinstlist"); 
    cfgsrefinstlistCount = cfgsrefinstList.length; 
 
    // 選定: 参照データ 
    cfgsrefList = Client.get("cfgsreflist"); 
    cfgsreflistCount = cfgsrefList.length; 
 
    Client.remove("partneraddresseslist"); 
    Client.remove("extensioninlist"); 
    Client.remove("cfgsbloblist"); 
    Client.remove("textlist"); 
    Client.remove("schedulesinxlist"); 
    Client.remove("schedulesinlist"); 
    Client.remove("partnerslist"); 
    Client.remove("keyslist"); 
    Client.remove("itemsinxlist"); 
    Client.remove("itemsinlist"); 
    Client.remove("cfgsinstlist"); 
    Client.remove("cfgspartoflist"); 
    Client.remove("conditionsinxlist"); 
    Client.remove("conditionsinlist"); 
    Client.remove("cfgsvklist"); 
    Client.remove("cfgsvaluelist"); 
    Client.remove("cfgsrefinstlist"); 
    Client.remove("cfgsreflist"); 
 
 //API実行結果を取得します。 
 ret = Client.get("ret"); 
 
 Client.remove("ret"); 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-8-2/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> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
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        TH{ 
     color: #FFFFFF; 
     background-color : #0000cc; 
     font-size : x-small; 
     height : 20px; 
     vertical-align: middle; 
  } 
   
  TD{ 
    color: black; 
    font-size : x-small; 
     height : 20px; 
     vertical-align: middle; 
  } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
  <B>■見積伝票登録(結果)</B><BR><BR> 
  <table border="1"> 
  <tbody> 
  <TR> 
   <th>BAPI 実行結果メッセージ</th> 
  </TR> 
  <TR> 
   <td><IMART type="decision" case="" value=ret><br></IMART><IMART type="string" value=ret></IMART></td> 
  </TR> 
  </tbody> 
  </table> 
  <BR> 
        <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
   <TR><TH >伝票番号</TH><TD><IMART type="string" value = salesDocument></IMART></TD> 
            </TR> 
        </TABLE> 
        <BR> 
        ■アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造一覧(<IMART type="string" 
value=partneraddresseslistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR> 
                   <TH>No.</TH> 
                   <TH>アドレス番号</TH> 
                   <TH>敬称テキスト</TH> 
                   <TH>名称 1</TH> 
                   <TH>名称 2</TH> 
                   <TH>名称 3</TH> 
                   <TH>名称 4</TH> 
 
 
        ・・・ 中略 詳細はチュートリアルプログラムを参照 ・・・ 
 
 
        ■選定: 参照明細/インスタンス一覧(<IMART type="string" value=cfgsreflistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR> 
                   <TH>No.</TH> 
                   <TH>外部明細番号</TH> 
                   <TH>外部選定 ID (仮)</TH> 
                   <TH>選定におけるインスタンス番号</TH> 
                   <TH>CUX: 選定タイプ</TH> 
                   <TH>ナレッジベースオブジェクト</TH> 
                   <TH>SCE ナレッジベースの実行時バージョン</TH> 
                   <TH>一般区分</TH> 
                   <TH>一般区分</TH> 
                   <TH>CU: 選定の BLOB (SCE)</TH> 
                   <TH>ナレッジベースプロファイル</TH> 
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                   <TH>システム設定の言語</TH> 
                   <TH>インスタンス番号 (固定)</TH> 
                   <TH>インスタンス番号タイプ (固定)</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=cfgsrefList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART><IMART type="string" value = 
idx></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.POSEX><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.POSEX></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CONFIG_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CONFIG_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.ROOT_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.ROOT_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SCE><BR></IMART><IMART type="string" 
value = record.SCE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBNAME><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBNAME></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBVERSION><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBVERSION></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COMPLETE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.COMPLETE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CONSISTENT><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CONSISTENT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CFGINFO><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CFGINFO></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBPROFILE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBPROFILE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBLANGUAGE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBLANGUAGE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CBASE_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CBASE_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CBASE_ID_TYPE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CBASE_ID_TYPE></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
   </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 見積伝票登録 API のインスタンス生成 

QuotationCreateFromData2Controller 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、見積伝票登録 BAPI（BAPI_QUOTATION_CREATEFROMDATA2）の import 型の import、structure、table 

パラメータに値を設定することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

      import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 structure の各項目に値を設定 

structure パラメータの項目に値を設定する場合は、setStrParam メソッドを使用します。第一引数の structure 

名称は固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属

性の項目名称を設定してください。structure 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値を設定します。 
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SAP R/3 structure セットする固定名称 

LOGIC_SWITCH 内部制御パラメータ LogicSwitch 

QUOTATION_HEADER_IN 伝票ヘッダデータ HeaderIn 

QUOTATION_HEADER_INX 伝票ヘッダチェックボックス HeaderInX 

SENDER 論理システム - 送信者 Sender 

 
【説明 4】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

EXTENSIONIN VBAK、VBAP、VBEP の 

カスタマ拡張 

ExtensionIn 

PARTNERADDRESSES アドレス (組織/会社) 用  

BAPI 参照構造 

PartnerAddresses 

QUOTATION_CFGS_BLOB 選定: BLOB  

内部データ (SCE) 

CfgsBlob 

QUOTATION_CFGS_INST 選定: インスタンス CfgsInst 

QUOTATION_CFGS_PART_OF 選定: 部分設定 CfgsPartOf 

QUOTATION_CFGS_REF 選定: 参照データ CfgsRef 

QUOTATION_CFGS_REFINST 選定: 参照明細/インスタンス CfgsRefInst 

QUOTATION_CFGS_VALUE 選定: 特性値 CfgsValue 

QUOTATION_CFGS_VK 選定: バリアント条件キー CfgsVk 

QUOTATION_CONDITIONS_IN 条件 ConditionsIn 

QUOTATION_CONDITIONS_INX 受注における条件更新の 

通信項目 

ConditionsInX 

QUOTATION_ITEMS_IN 明細データ ItemsIn 

QUOTATION_ITEMS_INX 明細データチェックボックス ItemsInX 

QUOTATION_KEYS 参照キーの出力テーブル Keys 

QUOTATION_PARTNERS 伝票取引先 Partners 

QUOTATION_SCHEDULES_IN 納入日程行 SchedulesIn 

QUOTATION_SCHEDULES_INX 納入日程行チェックボックス SchedulesInX 
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QUOTATION_TEXT テキスト Text 

 
【説明 5】 見積伝票の登録 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値が SAP 

R/3 上に見積伝票データとして登録されます。登録が成功した場合には、見積伝票登録 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には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

成功・失敗の基準は、見積伝票登録用 BAPI（BAPI_QUOTATION_CREATEFROMDATA2）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。 

 
【説明 6】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

QuotationCreateFromData2Controller ク ラ ス の getBapiReturnErrMessage メ ソ ッ ド を 使 用 す る と 、 取 得 し た

BapiReturn の Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得す

ることが可能です。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn

の Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。

メッセージが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ エラー処理情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getBehaveWhenError メソッドを使用すると、設定したエラー処理情

報を取得することが可能です。 

 
□ バイナリ関連タイプ (専用)情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getBinaryRelationshiptype メソッドを使用すると、設定したバイナリ

関連タイプ (専用)情報を取得することが可能です。 

 
□ 取引先機能/受注伝票タイプの変換情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getConvert メソッドを使用すると、設定した取引先機能/受注伝票タ

イプの変換情報を取得することが可能です。 

 
□ 明細番号内部採番情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getIntNumberAssignment メソッドを使用すると、設定した明細番号

内部採番情報を取得することが可能です。 

 
□ 見積伝票番号情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getSalesdocumentin メソッドを使用すると、設定した見積伝票番号

情報を取得することが可能です。 

 
□ テスト実行情報を取得 
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QuotationCreateFromData2Controller クラスの getTestrun メソッドを使用すると、設定したテスト実行情報を取得す

ることが可能です。 

 
□ 販売管理伝票番号情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getSalesdocument メソッドを使用すると、取得した販売管理伝票番

号情報を取得することが可能です。 

 
□ VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getExtensionInList メソッドを使用すると、設定した VBAK、VBAP、

VBEP のカスタマ拡張情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 内部制御パラメータ情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getLogicSwitch メソッドを使用すると、設定した内部制御パラメータ

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getPartnerAddressesList メソッドを使用すると、設定したアドレス (組

織/会社) 用 BAPI 参照構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: BLOB 内部データ (SCE)情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationCfgsBlobList メソッドを使用すると、設定した選定: 

BLOB 内部データ (SCE)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: インスタンス情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationCfgsInstList メソッドを使用すると、設定した選定: イン

スタンス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 部分設定情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationCfgsPartOfList メソッドを使用すると、設定した選定: 

部分設定情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 参照データ情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationCfgsRefList メソッドを使用すると、設定した選定: 参照

データ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 参照明細/インスタンス情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationCfgsRefInstList メソッドを使用すると、設定した選定: 

参照明細/インスタンス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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□ 選定: 特性値情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationCfgsValueList メソッドを使用すると、設定した選定: 特

性値情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: バリアント条件キー情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationCfgsVkList メソッドを使用すると、設定した選定: バリ

アント条件キー情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 条件情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationConditionsInList メソッドを使用すると、設定した条件

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 受注における条件更新の通信項目情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationConditionsInXList メソッドを使用すると、設定した受注

における条件更新の通信項目情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 伝票ヘッダデータ情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getquotationHeaderIn メソッドを使用すると、設定した伝票ヘッダデ

ータ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 伝票ヘッダチェックボックス情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getquotationHeaderInX メソッドを使用すると、設定した伝票ヘッダ

チェックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 明細データ情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationItemsInList メソッドを使用すると、設定した明細データ

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 明細データチェックボックス情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationItemsInXList メソッドを使用すると、設定した明細デー

タチェックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 参照キーの出力テーブル情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationKeysList メソッドを使用すると、設定した参照キーの出

力テーブル情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 伝票取引先情報を取得 
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QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationPartnersList メソッドを使用すると、設定した伝票取引

先情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 納入日程行データ情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationSchedulesInList メソッドを使用すると、設定した納入日

程行データ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 納入日程行データチェックボックス情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationSchedulesInXList メソッドを使用すると、設定した納入

日程行データチェックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ テキスト情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getQuotationTextList メソッドを使用すると、設定したテキスト情報を

取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 論理システム - 送信者情報を取得 

QuotationCreateFromData2Controller クラスの getSender メソッドを使用すると、設定した論理システム - 送信者情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 

 
注意事項！ 

 

 

 

 

見積伝票登録 API に関して、import、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_QUOTATION_CREATEFROMDATA2」の BAPI 仕様を確認してください。 
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6.9 受注伝票 登録 API 

6.9.1 SalesOrderCreateFromDat2Controller 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、受注伝票情報を SAP R/3 に登録する API

が提供されています。受注伝票情報を登録するためには、SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの持つ各

メソッドを利用する必要があります。SalesOrderCreateFromDat2Controller 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、見積伝票として必要 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 SalesOrderCreateFromDat2Controller コンストラクタ（引数無し）。 

2 SalesOrderCreateFromDat2Controller
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使

用する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 SalesOrderCreateFromDat2Controller
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。SAPClient の接続情報を使う場合に

使用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setBehaveWhenError import 項目：エラー処理を設定します。 

5 setBinaryRelationshiptype import 項目：バイナリ関連タイプ (専用)を設定します。 

6 setConvert import 項目：変換: 取引先機能 + 受注伝票タイプを設定します。

7 setIntNumberAssignment import 項目：明細番号内部採番を設定します。 

8 setSalesdocumentin import 項目：販売管理伝票番号を設定します。 

9 setTestrun import 項目：テスト実行を設定します。 

10 setStrParam 
※第１～第 3 引数あり 

構造型の各項目に値を設定する。第 1 引数に structure 名、第 2 引

数に項目名、第 3 引数に値を設定する。 

11 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第

2 引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定す

る。 

12 executeBapi BapiController により販売伝票を登録します。 

13 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果である BapiReturn の Type 情報が正常(デフォルト

値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全

て返します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 
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14 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果である BapiReturn の Type 情報が正常(デフォルト

値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返しま

す。メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

15 getBehaveWhenError import 項目：エラー処理を取得します。 

16 getBinaryRelationshiptype import 項目：バイナリ関連タイプ (専用)を取得します。 

17 getConvert import 項目：変換: 取引先機能 + 受注伝票タイプを取得します。

18 getIntNumberAssignment import 項目：明細番号内部採番を取得します。 

19 getSalesdocument import 項目：生成された伝票の番号を取得します。 

20 getTestrun import 項目：テスト実行を取得します。 

21 getSalesdocumentin export 項目：販売管理伝票番号を取得します。 

22 getExtensionInList import 項目：設定した VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張情報

を取得します。 

23 getLogicSwitch import 項目：設定した内部制御パラメータ情報を取得します。 

24 getOrderCcardList import 項目：設定したクレジットカードデータ情報を取得します。 

25 getOrderCfgsBlobList import 項目：設定した選定: BLOB 内部データ (SCE)情報を取得

します。 

26 getOrderCfgsInstList import 項目：設定した選定: インスタンス情報を取得します。 

27 getOrderCfgsPartOfList import 項目：設定した選定: 部分設定情報を取得します。 

28 getOrderCfgsRefList import 項目：設定した選定: 参照データ情報を取得します。 

29 getOrderCfgsRefInstList import 項目：設定した選定: 参照明細/インスタンス情報を取得しま

す。 

30 getOrderCfgsValueList import 項目：設定した選定: 特性値情報を取得します。 

31 getOrderCfgsVkList import項目：設定した選定: バリアント条件キー情報を取得します。

32 getOrderConditionsInList import 項目：設定した条件情報を取得します。 

33 getOrderConditionsInXList import 項目：設定した条件チェックボックス情報を取得します。 

34 getOrderHeaderIn import 項目：設定した受注伝票ヘッダ情報を取得します。 

35 getOrderHeaderInX import 項目：設定した受注伝票チェックリスト情報を取得します。 

36 getOrderItemsInList import 項目：設定した明細データ情報を取得します。 



 6 販売業務向け API
 

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 291

 

37 getOrderItemsInXList import 項目：設定した明細データチェックボックス情報を取得しま

す。 

38 getOrderKeysList import 項目：設定した参照キーの出力テーブル情報を取得しま

す。 

39 getOrderPartnersList import 項目：設定した伝票取引先情報を取得します。 

40 getOrderSchedulesInList import 項目：設定した納入日程行データ情報を取得します。 

41 getOrderSchedulesInXList import 項目：設定した納入日程行データチェックボックス情報を取

得します。 

42 getOrderTextList import 項目：設定したテキスト情報を取得します。 

43 getPartnerAddressesList import 項目：設定したアドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造情

報を取得します。 

44 getSender import 項目：設定した論理システム - 送信者情報を取得します。
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6.9.2 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/tutorial6-9-2/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（受注伝票登録 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-9-2/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/tutorial6-9-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objRet;                                                                 // executeBapi実行結果 
    var objMsg;                                                                 // executeBapi実行結果メ

ッセージ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon = new SalesOrderCreateFromDat2Controller();   ・・・ 説明1 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テスト実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setTestrun("");                               ・・・ 説明2 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 構造体項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 通信項目: 販売管理伝票ヘッダ 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "DOC_TYPE", "TA");                   // 販売伝票タイプ 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "PRICE_DATE", "20070301");           // 見積/引合有効開始日 
    objCon.setStrParam("HeaderIn", "PURCH_NO_C", "API_受注伝票登録1");  // 出荷先発注番号 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テーブル項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 伝票取引先 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "AG", 1);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 1);      // 得意先コード1 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "WE", 2);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 2);      // 得意先コード1 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_ROLE", "RG", 3);              // 取引先機能 
    objCon.setTblParam("Partners", "PARTN_NUMB", "0000000012", 3);      // 得意先コード1     
 

説明 3 

説明 4 
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    //ORDER_ITEMS_IN[明細データ] 
    objCon.setTblParam("ItemsIn", "ITM_NUMBER", "000010", 1);           // 販売伝票明細 
    objCon.setTblParam("ItemsIn", "MATERIAL", "000000000000000011", 1); // 品目コード 
 
    //ORDER_SCHEDULES_IN[納入日程行データ] 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "ITM_NUMBER", "000010", 1);       // 販売伝票明細 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "SCHED_LINE", "0010", 1);         // 納入日程行 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "REQ_DATE", "20070302", 1);       // 納入日程日付 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "REQ_QTY", "1", 1);               // 販売単位による受注数量 
 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "ITM_NUMBER", "000010", 2);       // 販売伝票明細 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "SCHED_LINE", "0020", 2);         // 納入日程行 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "REQ_DATE", "20070303", 2);       // 納入日程日付 
    objCon.setTblParam("SchedulesIn", "REQ_QTY", "2", 2);               // 販売単位による受注数量 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
     objRet = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明5 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //要素[ERR_CODE]に何らかの値がセットされている場合 
    if (objRet["ERR_CODE"] != null) { 
       //エラーメッセージ出力 
       Debug.browse(objRet); 
    } 
 
    // エラーが発生していない場合 
    // 販売伝票番号をセット 
    var salesdocument = objCon.getSalesdocument(); 
    Client.set("salesdocument", salesdocument); 
 
    // アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造 
    var partneraddresseslist = objCon.getPartnerAddressesList(); 
    Client.set("partneraddresseslist", partneraddresseslist); 
 
    // VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張 
    var extensioninlist = objCon.getExtensionInList(); 
    Client.set("extensioninlist", extensioninlist); 
 
    // 選定: BLOB 内部データ (SCE) 
    var cfgsbloblist = objCon.getOrderCfgsBlobList(); 
    Client.set("cfgsbloblist", cfgsbloblist); 
 
    // クレジットカードデータ 
    var orderccardlist = objCon.getOrderCcardList(); 
    Client.set("orderccardlist", orderccardlist); 
 
    // テキスト 
    var textlist = objCon.getOrderTextList(); 
    Client.set("textlist", textlist); 
 
    // 納入日程行チェックボックス 
    var schedulesinxlist = objCon.getOrderSchedulesInXList(); 
    Client.set("schedulesinxlist", schedulesinxlist); 
 
    // 納入日程行 
    var schedulesinlist = objCon.getOrderSchedulesInList(); 
    Client.set("schedulesinlist", schedulesinlist); 
 
    // 伝票取引先 
    var partnerslist = objCon.getOrderPartnersList(); 

説明 4 

説明 6 
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    Client.set("partnerslist", partnerslist); 
 
    // 参照キーの出力テーブル 
    var keyslist = objCon.getOrderKeysList(); 
    Client.set("keyslist", keyslist); 
 
    // 明細データチェックボックス 
    var itemsinxlist = objCon.getOrderItemsInXList(); 
    Client.set("itemsinxlist", itemsinxlist); 
 
    // 明細データ 
    var itemsinlist = objCon.getOrderItemsInList(); 
    Client.set("itemsinlist", itemsinlist); 
 
    // 選定: インスタンス 
    var cfgsinstlist = objCon.getOrderCfgsInstList(); 
    Client.set("cfgsinstlist", cfgsinstlist); 
 
    // 選定: 部分設定 
    var cfgspartoflist = objCon.getOrderCfgsPartOfList(); 
    Client.set("cfgspartoflist", cfgspartoflist); 
 
    // 受注における条件更新の通信項目 
    var conditionsinxlist = objCon.getOrderConditionsInXList(); 
    Client.set("conditionsinxlist", conditionsinxlist); 
 
    // 条件 
    var conditionsinlist = objCon.getOrderConditionsInList(); 
    Client.set("conditionsinlist", conditionsinlist); 
 
    // 選定: バリアント条件キー 
    var cfgsvklist = objCon.getOrderCfgsVkList(); 
    Client.set("cfgsvklist", cfgsvklist); 
 
    // 選定: 特性値 
    var cfgsvaluelist = objCon.getOrderCfgsValueList(); 
    Client.set("cfgsvaluelist", cfgsvaluelist); 
 
    // 選定: 参照明細/インスタンス 
    var cfgsrefinstlist = objCon.getOrderCfgsRefInstList(); 
    Client.set("cfgsrefinstlist", cfgsrefinstlist); 
 
    // 選定: 参照データ 
    var cfgsreflist = objCon.getOrderCfgsRefList(); 
    Client.set("cfgsreflist", cfgsreflist); 
 
    //API実行結果メッセージを取得します。 
    objMsg = objCon.getBapiReturnMessage(); 
 
    Client.set("ret", objMsg); 
 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-9-2/result.js 

 
var salesDocument; 
var partneraddressesList; 
var partneraddresseslistCount; 
var extensioninList; 
var extensioninlistCount; 
var cfgsblobList; 
var cfgsbloblistCount; 
var orderccardList; 

説明 6 
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var orderccardlistCount; 
var textList; 
var textlistCount; 
var schedulesinxList; 
var schedulesinxlistCount; 
var schedulesinList; 
var schedulesinlistCount; 
var partnersList; 
var partnerslistCount; 
var keysList; 
var keyslistCount; 
var itemsinxList; 
var itemsinxlistCount; 
var itemsinList; 
var itemsinlistCount; 
var cfgsinstList; 
var cfgsinstlistCount; 
var cfgspartofList; 
var cfgspartoflistCount; 
var conditionsinxList; 
var conditionsinxlistCount; 
var conditionsinList; 
var conditionsinlistCount; 
var cfgsvkList; 
var cfgsvklistCount; 
var cfgsvalueList; 
var cfgsvaluelistCount; 
var cfgsrefinstList; 
var cfgsrefinstlistCount; 
var cfgsrefList; 
var cfgsreflistCount; 
var ret; 
 
function init(request) 
{ 
     
    // 販売伝票番号をセット 
    salesDocument = Client.get("salesdocument"); 
 
    // アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造 
    partneraddressesList = Client.get("partneraddresseslist"); 
    partneraddresseslistCount = partneraddressesList.length; 
 
    // VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張 
    extensioninList = Client.get("extensioninlist"); 
    extensioninlistCount = extensioninList.length; 
 
    // 選定: BLOB 内部データ (SCE) 
    cfgsblobList = Client.get("cfgsbloblist"); 
    cfgsbloblistCount = cfgsblobList.length; 
 
    // テキスト 
    orderccardList = Client.get("orderccardlist"); 
    orderccardlistCount = orderccardList.length; 
 
    // テキスト 
    textList = Client.get("textlist"); 
    textlistCount = textList.length; 
 
    // 納入日程行チェックボックス 
    schedulesinxList = Client.get("schedulesinxlist"); 
    schedulesinxlistCount = schedulesinxList.length; 
 
    // 納入日程行 
    schedulesinList = Client.get("schedulesinlist"); 
    schedulesinlistCount = schedulesinList.length; 
 



 6 販売業務向け API
 

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 297

 

    // 伝票取引先 
    partnersList = Client.get("partnerslist"); 
    partnerslistCount = partnersList.length; 
 
    // 参照キーの出力テーブル 
    keysList = Client.get("keyslist"); 
    keyslistCount = keysList.length; 
 
    // 明細データチェックボックス 
    itemsinxList = Client.get("itemsinxlist"); 
    itemsinxlistCount = itemsinxList.length; 
 
    // 明細データ 
    itemsinList = Client.get("itemsinlist"); 
    itemsinlistCount = itemsinList.length; 
 
    // 選定: インスタンス 
    cfgsinstList = Client.get("cfgsinstlist"); 
    cfgsinstlistCount = cfgsinstList.length; 
 
    // 選定: 部分設定 
    cfgspartofList = Client.get("cfgspartoflist"); 
    cfgspartoflistCount = cfgspartofList.length; 
 
    // 受注における条件更新の通信項目 
    conditionsinxList = Client.get("conditionsinxlist"); 
    conditionsinxlistCount = conditionsinxList.length; 
 
    // 条件 
    conditionsinList = Client.get("conditionsinlist"); 
    conditionsinlistCount = conditionsinList.length; 
 
    // 選定: バリアント条件キー 
    cfgsvkList = Client.get("cfgsvklist"); 
    cfgsvklistCount = cfgsvkList.length; 
 
    // 選定: 特性値 
    cfgsvalueList = Client.get("cfgsvaluelist"); 
    cfgsvaluelistCount = cfgsvalueList.length; 
 
    // 選定: 参照明細/インスタンス 
    cfgsrefinstList = Client.get("cfgsrefinstlist"); 
    cfgsrefinstlistCount = cfgsrefinstList.length; 
 
    // 選定: 参照データ 
    cfgsrefList = Client.get("cfgsreflist"); 
    cfgsreflistCount = cfgsrefList.length; 
 
    Client.remove("partneraddresseslist"); 
    Client.remove("extensioninlist"); 
    Client.remove("cfgsbloblist"); 
    Client.remove("textlist"); 
    Client.remove("schedulesinxlist"); 
    Client.remove("schedulesinlist"); 
    Client.remove("partnerslist"); 
    Client.remove("keyslist"); 
    Client.remove("itemsinxlist"); 
    Client.remove("itemsinlist"); 
    Client.remove("cfgsinstlist"); 
    Client.remove("cfgspartoflist"); 
    Client.remove("conditionsinxlist"); 
    Client.remove("conditionsinlist"); 
    Client.remove("cfgsvklist"); 
    Client.remove("cfgsvaluelist"); 
    Client.remove("cfgsrefinstlist"); 
    Client.remove("cfgsreflist"); 
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 //API実行結果を取得します。 
 ret = Client.get("ret"); 
 
 Client.remove("ret"); 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-9-2/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> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
         
        TH{ 
     color: #FFFFFF; 
     background-color : #0000cc; 
     font-size : x-small; 
     height : 20px; 
     vertical-align: middle; 
  } 
   
  TD{ 
    color: black; 
    font-size : x-small; 
     height : 20px; 
     vertical-align: middle; 
  } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
  <B>■受注伝票登録(結果)</B><BR><BR> 
  <table border="1"> 
  <tbody> 
  <TR> 
   <th>BAPI 実行結果メッセージ</th> 
  </TR> 
  <TR> 
   <td><IMART type="decision" case="" value=ret><br></IMART><IMART type="string" value=ret></IMART></td> 
  </TR> 
  </tbody> 
  </table> 
    <BR> 
        <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
   <TR><TH >伝票番号</TH><TD><IMART type="string" value = salesDocument></IMART></TD> 
            </TR> 
        </TABLE> 
        <BR> 
        ■アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造一覧(<IMART type="string" 
value=partneraddresseslistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR> 
                   <TH>No.</TH> 
                   <TH>アドレス番号</TH> 
                   <TH>敬称テキスト</TH> 
                   <TH>名称 1</TH> 
                   <TH>名称 2</TH> 
                   <TH>名称 3</TH> 
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                   <TH>名称 4</TH> 
 
 
        ・・・ 中略 詳細はチュートリアルプログラムを参照 ・・・ 
 
 
        ■選定: 参照明細/インスタンス一覧(<IMART type="string" value=cfgsreflistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR> 
                   <TH>No.</TH> 
                   <TH>外部明細番号</TH> 
                   <TH>外部選定 ID (仮)</TH> 
                   <TH>選定におけるインスタンス番号</TH> 
                   <TH>CUX: 選定タイプ</TH> 
                   <TH>ナレッジベースオブジェクト</TH> 
                   <TH>SCE ナレッジベースの実行時バージョン</TH> 
                   <TH>一般区分</TH> 
                   <TH>一般区分</TH> 
                   <TH>CU: 選定の BLOB (SCE)</TH> 
                   <TH>ナレッジベースプロファイル</TH> 
                   <TH>システム設定の言語</TH> 
                   <TH>インスタンス番号 (固定)</TH> 
                   <TH>インスタンス番号タイプ (固定)</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=cfgsrefList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART><IMART type="string" value = 
idx></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.POSEX><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.POSEX></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CONFIG_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CONFIG_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.ROOT_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.ROOT_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SCE><BR></IMART><IMART type="string" 
value = record.SCE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBNAME><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBNAME></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBVERSION><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBVERSION></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COMPLETE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.COMPLETE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CONSISTENT><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CONSISTENT></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CFGINFO><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CFGINFO></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBPROFILE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBPROFILE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.KBLANGUAGE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.KBLANGUAGE></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CBASE_ID><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CBASE_ID></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CBASE_ID_TYPE><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CBASE_ID_TYPE></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
   </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 受注伝票登録 API のインスタンス生成 
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SalesOrderCreateFromDat2Controller 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、受注伝票登録 BAPI（BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2）の import 型の import、structure、table 

パラメータに値を設定することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

      import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 structure の各項目に値を設定 

structure パラメータの項目に値を設定する場合は、setStrParam メソッドを使用します。第一引数の structure 

名称は固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属

性の項目名称を設定してください。structure 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値を設定します。 

 

SAP R/3 structure セットする固定名称 

LOGIC_SWITCH 内部制御パラメータ LogicSwitch 

ORDER_HEADER_IN 受注伝票ヘッダ HeaderIn 

ORDER_HEADER_INX 受注伝票チェックリスト HeaderInX 

SENDER 論理システム - 送信者 Sender 

 
【説明 4】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

EXTENSIONIN VBAK、VBAP、VBEP の 

カスタマ拡張 

ExtensionIn 

ORDER_CCARD クレジットカードデータ OrderCcard 

ORDER_CFGS_BLOB 選定: BLOB  

内部データ (SCE) 

CfgsBlob 

ORDER_CFGS_INST 選定: インスタンス CfgsInst 

ORDER_CFGS_PART_OF 選定: 部分設定 CfgsPartOf 

ORDER_CFGS_REF 選定: 参照データ CfgsRef 

ORDER_CFGS_REFINST 選定: 参照明細/インスタンス CfgsRefInst 

ORDER_CFGS_VALUE 選定: 特性値 CfgsValue 

ORDER_CFGS_VK 選定: バリアント条件キー CfgsVk 
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ORDER_CONDITIONS_IN 条件 ConditionsIn 

ORDER_CONDITIONS_INX 条件チェックボックス ConditionsInX 

ORDER_ITEMS_IN 明細データ ItemsIn 

ORDER_ITEMS_INX 明細データチェックボックス ItemsInX 

ORDER_KEYS 参照キーの出力テーブル Keys 

ORDER_PARTNERS 伝票取引先 Partners 

ORDER_SCHEDULES_IN 納入日程行データ SchedulesIn 

ORDER_SCHEDULES_INX 納入日程行データ 

チェックボックス 

SchedulesInX 

ORDER_TEXT テキスト Text 

PARTNERADDRESSES アドレス (組織/会社) 用  

BAPI 参照構造 

PartnerAddresses 

 
【説明 5】 受注伝票の登録 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値が SAP 

R/3 上に受注伝票データとして登録されます。登録が成功した場合には、受注伝票登録 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には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

成功・失敗の基準は、受注伝票登録用 BAPI（BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2）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。 

 
【説明 6】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller ク ラ ス の getBapiReturnErrMessage メ ソ ッ ド を 使 用 す る と 、 取 得 し た

BapiReturn の Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得す

ることが可能です。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn

の Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。

メッセージが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
□ エラー処理情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getBehaveWhenError メソッドを使用すると、設定したエラー処理情

報を取得することが可能です。 

 
□ バイナリ関連タイプ (専用)情報を取得 
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SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getBinaryRelationshiptype メソッドを使用すると、設定したバイナリ

関連タイプ (専用)情報を取得することが可能です。 

 
□ 変換: 取引先機能 + 受注伝票タイプ情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getConvert メソッドを使用すると、設定した変換: 取引先機能 + 受

注伝票タイプ情報を取得することが可能です。 

 
□ 明細番号内部採番情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getIntNumberAssignment メソッドを使用すると、設定した明細番号

内部採番情報を取得することが可能です。 

 
□ 生成された伝票の番号情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getSalesdocument メソッドを使用すると、設定した生成された伝票の

番号情報を取得することが可能です。 

 
□ テスト実行情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getTestrun メソッドを使用すると、設定したテスト実行情報を取得す

ることが可能です。 

 
□ 販売管理伝票番号情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getSalesdocumentin メソッドを使用すると、取得した販売管理伝票

番号情報を取得することが可能です。 

 
□ VBAK、VBAP、VBEP のカスタマ拡張情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getExtensionInList メソッドを使用すると、設定した VBAK、VBAP、

VBEP のカスタマ拡張情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 内部制御パラメータ情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getLogicSwitch メソッドを使用すると、設定した内部制御パラメータ

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ クレジットカードデータ情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderCcardList メソッドを使用すると、設定したクレジットカードデ

ータ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: BLOB 内部データ (SCE)情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderCfgsBlobList メソッドを使用すると、設定した選定: BLOB 

内部データ (SCE)情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: インスタンス情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderCfgsInstList メソッドを使用すると、設定した選定: インスタ

ンス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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□ 選定: 部分設定情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderCfgsPartOfList メソッドを使用すると、設定した選定: 部分

設定情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 参照データ情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderCfgsRefList メソッドを使用すると、設定した選定: 参照デ

ータ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 参照明細/インスタンス情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderCfgsRefInstList メソッドを使用すると、設定した選定: 参照

明細/インスタンス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: 特性値情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderCfgsValueList メソッドを使用すると、設定した選定: 特性

値情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 選定: バリアント条件キー情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2ControllerクラスのgetOrderCfgsVkListメソッドを使用すると、設定した選定: バリアント

条件キー情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 条件情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderConditionsInList メソッドを使用すると、設定した条件情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 条件チェックボックス情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderConditionsInXList メソッドを使用すると、設定した条件チェ

ックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 受注伝票ヘッダ情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2ControllerクラスのgetOrderHeaderInメソッドを使用すると、設定した受注伝票ヘッダ情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 受注伝票チェックリスト情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderHeaderInX メソッドを使用すると、設定した受注伝票チェッ

クリスト情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 
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□ 明細データ情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2ControllerクラスのgetOrderItemsInListメソッドを使用すると、設定した明細データ情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 明細データチェックボックス情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderItemsInXList メソッドを使用すると、設定した明細データチ

ェックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 参照キーの出力テーブル情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controllerクラスの getOrderKeysListメソッドを使用すると、設定した参照キーの出力テ

ーブル情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 伝票取引先情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderPartnersList メソッドを使用すると、設定した伝票取引先情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 納入日程行データ情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderSchedulesInList メソッドを使用すると、設定した納入日程

行データ情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 納入日程行データチェックボックス情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderSchedulesInXList メソッドを使用すると、設定した納入日程

行データチェックボックス情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ テキスト情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getOrderTextList メソッドを使用すると、設定したテキスト情報を取

得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ アドレス (組織/会社) 用 BAPI 参照構造情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getPartnerAddressesList メソッドを使用すると、設定したアドレス (組

織/会社) 用 BAPI 参照構造情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 論理システム - 送信者情報を取得 

SalesOrderCreateFromDat2Controller クラスの getSender メソッドを使用すると、設定した論理システム - 送信者情

報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/4 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では
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該当データが存在しません。 

 

 
注意事項！ 

 

 

 

 

 

受注伝票登録 API に関して、import、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_SALESORDER_CREATEFROMDAT2」の BAPI 仕様を確認してください。 
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6.10 販売伝票一覧 照会 API 

6.10.1 SalesOrderGetListController 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 上から販売伝票一覧情報を取得する API が提供されています。販

売伝票一覧情報を取得するためには、SalesOrderGetListController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があり

ます。SalesOrderGetListController 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 SalesOrderGetListController コンストラクタ（引数無し）。 

2 SalesOrderGetListController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 SalesOrderGetListController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setCustomerNumber import 項目：得意先コードを設定します。 

5 setDocumentDate import 項目：登録日付を設定します。 

6 setDocumentDateTo import 項目：入力日付 (以前/以降)を設定します。 

7 setMaterial import 項目：品目コードを設定します。 

8 setPurchaseOrder import 項目：得意先発注番号を設定します。 

9 setPurchaseOrderNumber import 項目：得意先発注番号を設定します。 

10 setSalesOrganization import 項目：販売組織を設定します。 

11 setTransactionGroup import 項目：一文字フラグを設定します。 

12 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

13 executeBapi BapiController により販売伝票を取得します。 

14 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 
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15 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

16 getCustomerNumber import 項目：得意先コードを取得します。 

17 getDocumentDate import 項目：登録日付を取得します。 

18 getDocumentDateTo import 項目：入力日付 (以前/以降)を取得します。 

19 getMaterial import 項目：品目コードを取得します。 

20 getPurchaseOrder import 項目：得意先発注番号を取得します。 

21 getPurchaseOrderNumber import 項目：得意先発注番号を取得します。 

22 getSalesOrganization import 項目：販売組織を取得します。 

23 getTransactionGroup import 項目：一文字フラグを取得します。 

24 getSalesOrdersList 得意先受注テーブル情報を取得します。 
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6.10.2 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/tutorial6-10-2/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（販売伝票一覧取得）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-10-2/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/tutorial6-10-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon; 
 var objResult; 
  
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
 objCon = new SalesOrderGetListController();   ・・・ 説明1 
  
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 単一項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
 objCon.setCustomerNumber("0000000012"); //得意先コード 
 objCon.setSalesOrganization("1100"); //販売組織 
 objCon.setTransactionGroup("0"); //一文字フラグ 
  
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objResult = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明4 
 
     
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if (objResult["ERR_CODE"] != null){ 
        Debug.browse(objResult); 
 } 
   
    //オブジェクトをグローバル領域に保存 
 var salesorderlist = objCon.getSalesOrdersList();   ・・・ 説明5 
    Client.set("salesorderlist", salesorderlist);  
} 
 
 

 

説明 2 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-10-2/result.js 

 
//■販売伝票一覧 
var salesOrderList; 
var salesOrderCount; 
 
function init(request) 
{ 
    //オブジェクトを取得 
 //伝票明細 
    salesOrderList  = Client.get("salesorderlist"); 
    salesOrderCount = salesOrderList.length; 
    Client.remove("salesorderlist"); 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-10-2/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> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
     <B>■販売伝票一覧照会(結果)</B><BR><BR> 
        ■販売伝票一覧(<IMART type="string" value=salesOrderCount></IMART>件) 
        <TABLE border="1"> 
            <TR> 
                <TH>No.</TH> 
    <TH>販売管理伝票番号</TH> 
    <TH>明細番号 (販売管理伝票)</TH> 
    <TH>品目コード</TH> 
    <TH>テキスト (短): 受注明細</TH> 
    <TH>販売伝票タイプ</TH> 
    <TH>伝票日付 (受信日/送信日)</TH> 
    <TH>累積受注数量 (販売単位)</TH> 
    <TH>指定納期</TH> 
    <TH>得意先発注番号</TH> 
    <TH>ロット番号</TH> 
    <TH>見積または基本契約の有効開始日</TH> 
    <TH>見積または基本契約有効終了日</TH> 
    <TH>販売管理伝票の請求ブロック</TH> 
    <TH>出荷ブロック (伝票ヘッダ)</TH> 
    <TH>受注先</TH> 
    <TH>名称 1</TH> 



 6 販売業務向け API
 

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 311

 

    <TH>価格設定/統計の換算レート (直接引用)</TH> 
    <TH>出荷数量実績 (販売単位)</TH> 
    <TH>基本数量単位</TH> 
    <TH>正味価格</TH> 
    <TH>価格条件単位</TH> 
    <TH>条件単位</TH> 
    <TH>受注正味額 (伝票通貨)</TH> 
    <TH>伝票通貨による正味額</TH> 
    <TH>製品部門</TH> 
    <TH>伝票ステータス</TH> 
    <TH>営業グループ</TH> 
    <TH>営業所</TH> 
    <TH>販売組織</TH> 
    <TH>販売単位</TH> 
    <TH>出荷ポイント/入荷ポイント</TH> 
    <TH>流通チャネル</TH> 
    <TH>出庫日付</TH> 
    <TH>販売伝票通貨</TH> 
    <TH>プラント</TH> 
    <TH>保管場所</TH> 
    <TH>受注理由 (取引理由)</TH> 
    <TH>見積および受注の拒否理由</TH> 
    <TH>ISO コードでの基本数量単位</TH> 
    <TH>条件数量単位 (ISO コード)</TH> 
    <TH>ISO コードによる販売単位</TH> 
    <TH>ISO コード通貨</TH> 
    <TH>出荷先発注番号</TH> 
    <TH>価格設定/統計の換算レート (間接引用)</TH> 
    <TH>項目 MATERIAL の品目コード (長)</TH> 
    <TH>項目 MATERIAL の外部 GUID</TH> 
    <TH>項目 MATERIAL のバージョン番号</TH> 
    <TH>レコード登録日</TH> 
    <TH>登録時刻</TH> 
            </TR> 
            <IMART type="repeat" list=salesOrderList item="record" index="idx"> 
        <TR> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART><IMART type="string" 
value=idx></IMART></TD>    
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SD_DOC><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SD_DOC></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.ITM_NUMBER><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.ITM_NUMBER></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.MATERIAL></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SHORT_TEXT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SHORT_TEXT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_TYPE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DOC_TYPE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_DATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DOC_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_QTY><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_QTY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_DATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PURCH_NO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.PURCH_NO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BATCH><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.BATCH></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.VALID_FROM><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.VALID_FROM></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.VALID_TO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.VALID_TO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BILL_BLOCK><BR></IMART><IMART type="string" 
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value=record.BILL_BLOCK></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DLV_BLOCK><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DLV_BLOCK></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SOLD_TO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SOLD_TO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.NAME><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.NAME></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.EXCHG_RATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.EXCHG_RATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DLV_QTY><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DLV_QTY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BASE_UOM><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.BASE_UOM></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.NET_PRICE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.NET_PRICE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COND_P_UNT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.COND_P_UNT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COND_UNIT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.COND_UNIT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.NET_VAL_HD><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.NET_VAL_HD></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.NET_VALUE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.NET_VALUE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DIVISION><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DIVISION></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_STATUS><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DOC_STATUS></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SALES_GRP><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SALES_GRP></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SALES_OFF><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SALES_OFF></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SALES_ORG><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SALES_ORG></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SALES_UNIT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SALES_UNIT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SHIP_POINT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SHIP_POINT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DISTR_CHAN><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SHIP_POINT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.GI_DATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.GI_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURRENCY><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CURRENCY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PLANT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.PLANT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.STORE_LOC><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.STORE_LOC></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.ORD_REASON><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.ORD_REASON></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REASON_REJ><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REASON_REJ></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.B_UOM_ISO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.B_UOM_ISO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CD_UNT_ISO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CD_UNT_ISO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.S_UNIT_ISO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.S_UNIT_ISO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURR_ISO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CURR_ISO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PURCH_NO_C><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.PURCH_NO_C></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.EXCHG_RATE_V><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.EXCHG_RATE_V></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.MAT_EXT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.MAT_EXT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.MAT_GUID><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.MAT_GUID></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.MAT_VERS><BR></IMART><IMART type="string" 
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value=record.MAT_VERS></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CREATION_DATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CREATION_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CREATION_TIME><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CREATION_TIME></IMART></TD> 
   </TR> 
   </IMART type="repeat"> 
   </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 販売伝票一覧照会 API のインスタンス生成 

SalesOrderGetListController 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、販

売伝票一覧 BAPI（BAPI_SALESORDER_GETLIST）の import 型の import、table パラメータに値を設定すること

ができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

      import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 table の各項目に値を設定  ※サンプルプログラムでは table セットは行っていません。 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

SALES_ORDERS 得意先受注テーブル SalesOrders 

 
【説明４】 販売伝票一覧照会 

SalesOrderGetListController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値で SAP R/3 より

販売伝票一覧データとして照会されます。 

販売伝票一覧照会用 BAPI（BAPI_GOODSMVT_GETITEMS）の実行後に RETURN パラメータの内容も取得し

ます。 

 
【説明 5】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

SalesOrderGetListControllerクラスのgetBapiReturnErrMessageメソッドを使用すると、取得した BapiReturn のType

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能です。

全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセー



intra-mart SAP 連携モジュールチュートリアル

 

Page 314 Copyright 2000-2008 株式会社 NTT データ イントラマート All rights Reserved.

 

ジが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 得意先コード情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getCustomerNumber メソッドを使用すると、設定した得意先コード情報を取

得することが可能です。 

 
□ 登録日付情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getDocumentDate メソッドを使用すると、設定した登録日付情報を取得する

ことが可能です。 

 
□ 入力日付 (以前/以降)情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getDocumentDateTo メソッドを使用すると、設定した入力日付 (以前/以降)

情報を取得することが可能です。 

 
□ 品目コード情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getMaterial メソッドを使用すると、設定した品目コード情報を取得することが

可能です。 

 
□ 得意先発注番号情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getPurchaseOrder メソッドを使用すると、設定した得意先発注番号情報を取

得することが可能です。 

 
□ 得意先発注番号情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getPurchaseOrderNumber メソッドを使用すると、設定した得意先発注番号情

報を取得することが可能です。 

 
□ 販売組織情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getSalesOrganization メソッドを使用すると、設定した販売組織情報を取得す

ることが可能です。 

 
□ 一文字フラグ情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getTransactionGroup メソッドを使用すると、設定した一文字フラグ情報を取

得することが可能です。 

 
□ 得意先受注テーブル情報を取得 

SalesOrderGetListController クラスの getSalesOrdersList メソッドを使用すると、設定した得意先受注テーブル情報

を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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6.11 販売伝票ステータス一覧 照会 API 

6.11.1 SalesOrderGetStatusController 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 上から販売伝票ステータス一覧情報を取得する API が提供されて

います。販売伝票ステータス一覧情報を取得するためには、SalesOrderGetStatusController クラスの持つ各メソッ

ドを利用する必要があります。SalesOrderGetStatusController 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 SalesOrderGetStatusController コンストラクタ（引数無し）。 

2 SalesOrderGetStatusController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 SalesOrderGetStatusController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setSalesdocument import 項目：販売管理伝票番号を設定します。 

5 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

6 executeBapi BapiController により販売伝票ステータスを取得します。 

7 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

8 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

9 getSalesdocument import 項目：販売管理伝票番号を取得します。 

10 getStatusInfoList ステータス情報情報を取得します。 
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6.11.2 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/tutorial6-11-2/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（販売伝票ステータス一覧照会 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-11-2/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/tutorial6-11-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //--------------------------------------------------------------------------    var objCon; 
 var objCon; 
 var objResult; 
 var statusinfolist; 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon = new SalesOrderGetStatusController();   ・・・ 説明1 
     
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // 単一項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
 objCon.setSalesdocument("0000000023"); //販売管理伝票番号   ・・・ 説明2 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objResult = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明4 
 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if(objResult["ERR_CODE"] != null) { 
        //インスタンス生成時に例外が発生した場合 
        //エラーメッセージを出力 
        Debug.browse(objResult); 
    } 
 
    //オブジェクトをグローバル領域に保存 
 statusinfolist = objCon.getStatusInfoList();   
    Client.set("statusinfolist", statusinfolist);  
} 
 

 

説明 5 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-11-2/result.js 

 
//■販売伝票ステータス一覧 
var statusInfoList; 
var statusInfoCount; 
 
function init(request) 
{ 
    //オブジェクトを取得 
    statusInfoList  = Client.get("statusinfolist"); 
    statusInfoCount = statusInfoList.length; 
     
    Client.remove("statusinfolist"); 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-11-2/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> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
    <B>■販売伝票ステータス一覧照会(結果)</B><BR> 
    <BR> 
        ■販売伝票ステータス一覧(<IMART type="string" value=statusInfoCount></IMART>件)<BR> 
 
        <TABLE border="1"> 
            <TR> 
                <TH>No.</TH> 
    <TH>販売伝票</TH> 
    <TH>伝票日付 (受信日/送信日)</TH> 
    <TH>得意先発注番号</TH> 
    <TH>伝票の全処理ステータス</TH> 
    <TH>全明細の出荷ステータス</TH> 
    <TH>指定納入期日</TH> 
    <TH>出荷ブロック (伝票ヘッダ)</TH> 
    <TH>販売伝票明細</TH> 
    <TH>品目コード</TH> 
    <TH>テキスト (短): 受注明細</TH> 
    <TH>納入日程日付</TH> 
    <TH>累積受注数量 (販売単位)</TH> 
    <TH>累積確認数量 (販売数量単位)</TH> 
    <TH>販売単位</TH> 
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    <TH>伝票通貨での受注明細正味額</TH> 
    <TH>販売伝票通貨</TH> 
    <TH>正味価格</TH> 
    <TH>価格条件単位</TH> 
    <TH>条件単位</TH> 
    <TH>明細の全体出荷ステータス</TH> 
    <TH>出荷伝票</TH> 
    <TH>出荷明細</TH> 
    <TH>納入期日</TH> 
    <TH>出荷数量実績 (販売単位)</TH> 
    <TH>基本数量単位による参照数量</TH> 
    <TH>ISO コードによる販売単位</TH> 
    <TH>条件数量単位 (ISO コード)</TH> 
    <TH>ISO コード通貨</TH> 
    <TH>項目 MATERIAL の品目コード (長)</TH> 
    <TH>項目 MATERIAL の外部 GUID</TH> 
    <TH>項目 MATERIAL のバージョン番号</TH> 
    <TH>元となる購買発注の明細番号</TH> 
    <TH>レコード登録日</TH> 
    <TH>登録時刻</TH> 
    <TH>出荷単位</TH> 
    <TH>ISO コードでの出荷単位の数量単位</TH> 
            </TR> 
            <IMART type="repeat" list=statusInfoList item="record" index="idx"> 
        <TR> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=idx>              <BR></IMART><IMART type="string" 
value=idx></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_NUMBER><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DOC_NUMBER></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DOC_DATE>  <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DOC_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PURCH_NO>  <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.PURCH_NO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PRC_STAT_H><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.PRC_STAT_H></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DLV_STAT_H><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DLV_STAT_H></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_DATE_H><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_DATE_H></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DLV_BLOCK> <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DLV_BLOCK></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.ITM_NUMBER><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.ITM_NUMBER></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL>  <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.MATERIAL></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SHORT_TEXT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SHORT_TEXT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_DATE>  <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REQ_QTY>   <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REQ_QTY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CUM_CF_QTY><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CUM_CF_QTY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SALES_UNIT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.SALES_UNIT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.NET_VALUE> <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.NET_VALUE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURRENCY>  <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CURRENCY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.NET_PRICE> <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.NET_PRICE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COND_P_UNT><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.COND_P_UNT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.COND_UNIT> <BR></IMART><IMART type="string" 
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value=record.COND_UNIT></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DLV_STAT_I><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DLV_STAT_I></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DELIV_NUMB><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DELIV_NUMB></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DELIV_ITEM><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DELIV_ITEM></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DELIV_DATE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DELIV_DATE></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DLV_QTY>   <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DLV_QTY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REF_QTY>   <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.REF_QTY></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.S_UNIT_ISO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.S_UNIT_ISO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CD_UNT_ISO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CD_UNT_ISO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURR_ISO>  <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CURR_ISO></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL_EXTERNAL><BR></IMART><IMART 
type="string" value=record.MATERIAL_EXTERNAL></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL_GUID>   <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.MATERIAL_GUID>   </IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.MATERIAL_VERSION><BR></IMART><IMART 
type="string" value=record.MATERIAL_VERSION></IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.PO_ITM_NO>       <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.PO_ITM_NO>       </IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CREATION_DATE>   <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CREATION_DATE>   </IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CREATION_TIME>   <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.CREATION_TIME>   </IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.S_UNIT_DLV>      <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.S_UNIT_DLV>      </IMART></TD> 
    <TD><IMART type="decision" case="" value=record.DLV_UNIT_ISO>    <BR></IMART><IMART type="string" 
value=record.DLV_UNIT_ISO>    </IMART></TD> 
   </TR> 
   </IMART type="repeat"> 
   </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 販売伝票ステータス一覧照会 API のインスタンス生成 

SalesOrderGetStatusController 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、販

売伝票ステータス一覧 BAPI（BAPI_SALESORDER_GETSTATUS）の import 型の import、table パラメータに値

を設定することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

      import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 table の各項目に値を設定  ※サンプルプログラムでは table セットは行っていません。 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 
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STATUSINFO ステータス情報 StatusInfo 

 
【説明４】 販売伝票ステータス一覧照会 

SalesOrderGetStatusController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値で SAP R/3 よ

り販売伝票ステータス一覧データとして照会されます。 

販売伝票ステータス一覧 BAPI（BAPI_SALESORDER_GETSTATUS）の実行後に RETURN パラメータの内容も

取得します。 

 
【説明 5】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

SalesOrderGetStatusController クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の

Type情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外のBapiReturnオブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能で

す。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

SalesOrderGetStatusController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセー

ジが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 販売管理伝票番号情報を取得 

SalesOrderGetStatusController クラスの getSalesdocument メソッドを使用すると、設定した販売管理伝票番号情報

を取得することが可能です。 

 
□ ステータス情報情報を取得 

SalesOrderGetStatusController クラスの getStatusInfoList メソッドを使用すると、取得したステータス情報情報を取

得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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6.12 請求伝票 登録 API 

6.12.1 BillingDocCreateMultipleController 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、請求伝票情報を SAP R/3 に登録する API

が提供されています。請求伝票情報を登録するためには、BillingDocCreateMultipleController クラスの持つ各メ

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

す。 

 
※BillingDocCreateMultipleController クラスで使用する請求伝票 BAPI 

（BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE）は SAP R/3 BAPI プログラム内部で commit 処理が行われます。

ConnectionManager によるトランザクション制御が行えませんので、ご注意ください。 

※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、請求伝票として必要 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 BillingDocCreateMultipleController コンストラクタ（引数無し）。 

2 BillingDocCreateMultipleController
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 BillingDocCreateMultipleController
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setTestrun import 項目：シミュレーション実行 ('X')、更新実行 (' ')を設定しま

す。 

5 setStrParam 
※第１～第 3 引数あり 

構造型の各項目に値を設定する。第 1 引数に structure 名、第 2 引

数に項目名、第 3 引数に値を設定する。 

6 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

7 executeBapi BapiController により請求伝票を登録します。 

8 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

9 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

10 getTestrun import 項目：シミュレーション実行 ('X')、更新実行 (' ')を取得しま

す。 

11 getBillingDataInList import 項目：設定した処理予定明細データのテーブル情報を取得

します。 

12 getCCardDataInList import 項目：設定した処理予定支払方法のテーブル情報を取得し

ます。 



 6 販売業務向け API
 

 

作成者：株式会社 NTT データ イントラマート Page 323

 

13 getConditionDataInList import 項目：設定した処理予定条件のテーブル情報を取得します。

14 getCreatorDataIn import 項目：設定した取り込まれる日付の順序情報を取得します。 

15 getErrorsList import 項目：設定した前明細の不正処理に関する情報情報を取得

します。 

16 getSuccessList export 項目：設定した正常に処理された明細のテーブル情報を取

得します。 

17 getTextDataInList import 項目：設定した請求インタフェースの通信構造テキスト情報を

取得します。 
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6.12.2 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/tutorial6-12-2/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（請求伝票登録 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" 
              page="sapapi_tutorial/tutorial6-12-2/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/tutorial6-12-2/im_sapapi.js 

 
function execute(request){ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //変数宣言 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon; 
    var objResult; 
    var objSccess; 
    var objErrors; 
    var objMsg; 
     
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon = new BillingDocCreateMultipleController();   ・・・ 説明1 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テスト実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objCon.setTestrun("");               ・・・ 説明2 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // テーブル項目セット 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    //処理予定明細データのテーブル 
    objCon.setTblParam("BillingDataIn", "BILL_DATE", "20070115", 1); //請求索引および印刷に対する請求日 
    objCon.setTblParam("BillingDataIn", "REF_DOC", "0080000033", 1); //参照伝票番号 
    objCon.setTblParam("BillingDataIn", "REF_DOC_CA", "J", 1); //先行販売管理伝票の伝票カテゴリ 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    objResult = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明5 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if(objResult["ERR_CODE"] != null) { 

説明 4 
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        //インスタンス生成時に例外が発生した場合 
        //エラーメッセージを出力 
        Debug.browse(objResult); 
    } 
 
 //エクスポートパラメータ(構造型)を取得します。 
 
    //正常に処理された明細のテーブル 
    objSuccess = objCon.getSuccessList(); 
 Client.set("successList", objSuccess); 
 
    //前明細の不正処理に関する情報 
    objErrors = objCon.getErrorsList(); 
 Client.set("errorsList", objErrors); 
 
    //API実行結果メッセージを取得します。 
    objMsg = objCon.getBapiReturnMessage(); 
 
    Client.set("ret", objMsg); 
} 
 

  

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-12-2/result.js 

 
//■正常に処理された明細のテーブル 
var successList; 
var successCnt; 
//■前明細の不正処理に関する情報 
var errorsList; 
var errorsCnt; 
var ret; 
 
function init(request){ 
 
 //API実行結果を取得します。 
 
    //正常に処理された明細のテーブルの内容と件数を取得 
 successList = Client.get("successList"); 
 successCnt = successList.length; 
 
    //前明細の不正処理に関する情報 
 errorsList = Client.get("errorsList"); 
 errorsCnt = errorsList.length; 
 
    Client.remove("successList"); 
    Client.remove("errorsList"); 
 
 //API実行結果を取得します。 
 ret = Client.get("ret"); 
 
 Client.remove("ret"); 
 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-12-2/result.html 

 

説明 6 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <TITLE>チュートリアル</TITLE> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
  <B>■請求伝票登録(結果)</B><BR><BR> 
  <table border="1"> 
  <tbody> 
  <TR> 
   <th>BAPI 実行結果メッセージ</th> 
  </TR> 
  <TR> 
   <td><IMART type="decision" case="" value=ret><br></IMART><IMART type="string" value=ret></IMART></td> 
  </TR> 
  </tbody> 
  </table> 
  <BR> 
 
  ■正常に処理された明細のテーブル (<IMART type="string" value=successCnt></IMART>件)<BR> 
  <TABLE width="700" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
                <TH>No.</TH> 
                <TH>参照伝票番号</TH> 
                <TH>参照明細番号</TH> 
                <TH>請求伝票</TH> 
                <TH>請求伝票明細</TH> 
                <TH>正味金額</TH> 
                <TH>税額</TH> 
                <TH>通貨コード</TH> 
                <TH>ISO コード通貨</TH> 
                <TH>正味金額</TH> 
                <TH>税額</TH> 
                <TH>総額</TH> 
   </TR> 
   <IMART type="repeat" list=successList item="success" index="idx"> 
   <TR> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=idx><BR></IMART><IMART type="string" 
value=idx></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.REF_DOC><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.REF_DOC></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.REF_DOC_ITEM><BR></IMART><IMART 
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type="string" value=success.REF_DOC_ITEM></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.BILL_DOC><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.BILL_DOC></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.BILL_DOC_ITEM><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.BILL_DOC_ITEM></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.NET_VALUE><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.NET_VALUE></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.TAX_VALUE><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.TAX_VALUE></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.CURRENCY><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.CURRENCY></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.CURRENCY_ISO><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.CURRENCY_ISO></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.NET_VALUE_ITEM><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.NET_VALUE_ITEM></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.TAX_VALUE_ITEM><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.TAX_VALUE_ITEM></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=success.GRO_VALUE_ITEM><BR></IMART><IMART 
type="string" value=success.GRO_VALUE_ITEM></IMART> 
    </TD> 
   </TR> 
   </IMART> 
  </TABLE> 
  <BR> 
 
  ■前明細の不正処理に関する情報 (<IMART type="string" value=errorsCnt></IMART>件)<BR> 
  <TABLE width="700" style="font-size:12px" border="1"> 
   <TR> 
                <TH>参照伝票番号</TH> 
                <TH>参照明細番号</TH> 
                <TH>メッセージType: S 正常、E エラー、W 警告、I 通知、A 強制終了</TH> 
                <TH>メッセージ、メッセージクラス</TH> 
                <TH>メッセージ、メッセージ番号</TH> 
                <TH>メッセージテキスト</TH> 
                <TH>アプリケーションログ: ログ番号</TH> 
                <TH>アプリケーションログ: メッセージシリアル番号</TH> 
                <TH>メッセージ、メッセージ変数</TH> 
                <TH>メッセージ、メッセージ変数</TH> 
                <TH>メッセージ、メッセージ変数</TH> 
                <TH>メッセージ、メッセージ変数</TH> 
   </TR> 
   <IMART type="repeat" list=errorsList item="errors"> 
   <TR> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.REF_DOC><BR></IMART><IMART type="string" 
value=errors.REF_DOC></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
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                   <IMART type="decision" case="" value=errors.REF_DOC_ITEM><BR></IMART><IMART 
type="string" value=errors.REF_DOC_ITEM></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.TYPE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=errors.TYPE></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.ID><BR></IMART><IMART type="string" 
value=errors.ID></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.NUMBER><BR></IMART><IMART type="string" 
value=errors.NUMBER></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.MESSAGE><BR></IMART><IMART type="string" 
value=errors.MESSAGE></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.LOG_NO><BR></IMART><IMART type="string" 
value=errors.LOG_NO></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.LOG_MSG_NO><BR></IMART><IMART 
type="string" value=errors.LOG_MSG_NO></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.MESSAGE_V1><BR></IMART><IMART 
type="string" value=errors.MESSAGE_V1></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.MESSAGE_V2><BR></IMART><IMART 
type="string" value=errors.MESSAGE_V2></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.MESSAGE_V3><BR></IMART><IMART 
type="string" value=errors.MESSAGE_V3></IMART> 
    </TD> 
    <TD> 
                   <IMART type="decision" case="" value=errors.MESSAGE_V4><BR></IMART><IMART 
type="string" value=errors.MESSAGE_V4></IMART> 
    </TD> 
   </TR> 
   </IMART> 
  </TABLE> 
  <BR> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 請求伝票登録 API のインスタンス生成 

BillingDocCreateMultipleController 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、請求伝票登録 BAPI（BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE）の import 型の import、structure、table パ

ラメータに値を設定することができます。 

 
【説明 2】 import の各項目に値を設定 

      import パラメータの項目に値を設定する場合は、set メソッドを使用します。メソッドについては各 API の API リスト

を参照ください。 

 
【説明 3】 structure の各項目に値を設定  ※サンプルプログラムでは structure セットは行っていません。 
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structure パラメータの項目に値を設定する場合は、setStrParam メソッドを使用します。第一引数の structure 

名称は固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属

性の項目名称を設定してください。structure 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値を設定します。 

 

SAP R/3 structure セットする固定名称 

CREATORDATAIN 取り込まれる日付の順序 CreatorDataIn 

 
【説明 4】 table の各項目に値を設定 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

BILLINGDATAIN 処理予定明細データのテーブ

ル 

BillingDataIn 

CCARDDATAIN 処理予定支払方法のテーブル CCardDataIn 

CONDITIONDATAIN 処理予定条件のテーブル ConditionDataIn 

ERRORS 前明細の不正処理に関する情

報 

Errors 

SUCCESS 正常に処理された明細のテー

ブル 

Success 

TEXTDATAIN 請求インタフェースの通信構造

テキスト 

TextDataIn 

 
【説明 5】 請求伝票の登録 

BillingDocCreateMultipleController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値が SAP 

R/3 上に請求伝票データとして登録されます。登録が成功した場合には、請求伝票登録 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には、自動的に rollback 処理が実行されます。 

成功・失敗の基準は、請求伝票登録用 BAPI （ BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE ）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。 

 
【説明 6】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn

の Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得することが可

能です。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の
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Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メ

ッセージが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ シミュレーション実行 ('X')、更新実行 (' ')情報を取得 

BillingDocCreateMultipleControllerクラスのgetTestrunメソッドを使用すると、設定したシミュレーション実行 ('X')、

更新実行 (' ')情報を取得することが可能です。 

 
□ 処理予定明細データのテーブル情報を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getBillingDataInList メソッドを使用すると、設定した処理予定明細デ

ータのテーブル情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 処理予定支払方法のテーブル情報を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getCCardDataInList メソッドを使用すると、設定した処理予定支払方

法のテーブル情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 処理予定条件のテーブル情報を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getConditionDataInList メソッドを使用すると、設定した処理予定条件

のテーブル情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 取り込まれる日付の順序情報を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getCreatorDataIn メソッドを使用すると、設定した取り込まれる日付の

順序情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 前明細の不正処理に関する情報情報を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getErrorsList メソッドを使用すると、取得した前明細の不正処理に関

する情報情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 正常に処理された明細のテーブル情報を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getSuccessList メソッドを使用すると、取得した正常に処理された明細

のテーブル情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 請求インタフェースの通信構造テキスト情報を取得 

BillingDocCreateMultipleController クラスの getTextDataInList メソッドを使用すると、設定した請求インタフェース

の通信構造テキスト情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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注意事項！ 

 

 

 

 

 

請求伝票登録 API に関して、import、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_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE」の BAPI 仕様を確認してください。 
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6.13 請求伝票一覧 照会 API 

6.13.1 BillingDocGetListController 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 上から請求伝票一覧情報を取得する API が提供されています。請

求伝票一覧情報を取得するためには、BillingDocGetListController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があり

ます。BillingDocGetListController 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 BillingDocGetListController コンストラクタ（引数無し）。 

2 BillingDocGetListController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 BillingDocGetListController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 setStrParam 
※第１～第 3 引数あり 

構造型の各項目に値を設定する。第 1 引数に structure 名、第 2 引

数に項目名、第 3 引数に値を設定する。 

5 setTblParam 
※第１～第 4 引数あり 

テーブル型の各項目に値を設定する。第 1 引数にテーブル名、第 2

引数に項目名第 3 引数に値、第 4 引数にレコード番号を設定する。

6 executeBapi BapiController により後続請求伝票一覧を取得します。 

7 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

8 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

9 getBillingDocumentDetailListList 後続請求伝票のテーブル情報を取得します。 

10 getSuccessList 後続請求伝票の明細テーブル情報を取得します。 
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6.13.2 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/tutorial6-13-2/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（請求伝票一覧照会 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-13-2/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/tutorial6-13-2/im_sapapi.js 

 
 function execute(request){ 
 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
 //変数宣言 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    var sign = "I";                  // 範囲テーブル 
    var option = "GT";               // テーブル範囲 
    var refdoclow = "0900000005";    // 前伝票の開始伝票番号 
    var refdochigh = "";             // 前伝票の終了伝票番号 
 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon = new BillingDocGetListController(sign, option, refdoclow, refdochigh);   ・・・ 説明1 
 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    // executeBapi実行 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
 objResult = objCon.executeBapi();   ・・・ 説明4 
 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
    //-------------------------------------------------------------------------- 
    if(objResult["ERR_CODE"] != null) { 
        //インスタンス生成時に例外が発生した場合 
        //エラーメッセージを出力 
        Debug.browse(objResult); 
    } 
 
    // エラーが発生していない場合 
    //請求伝票一覧をセット 
    var detaillist = objCon.getBillingDocumentDetailListList(); 
    Client.set("detaillist", detaillist); 
 
    var successlist = objCon.getSuccessList(); 
    Client.set("successlist", successlist); 
 
} 
 

説明 5 
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<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-13-2/result.js 

 
var detailList; 
var detaillistCount; 
var successList; 
var successlistCount; 
 
function init(request) 
{ 
     
    //請求伝票一覧を取得 
    detailList  = Client.get("detaillist"); 
    detaillistCount = detailList.length; 
     
    //請求伝票一覧を取得 
    successList  = Client.get("successlist"); 
    successlistCount = successList.length; 
 
    Client.remove("detaillist"); 
    Client.remove("successlist"); 
} 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-13-2/result.html 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
 
<HTML> 
    <BODY> 
    <HEAD> 
        <TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
        <B>■後続請求伝票一覧照会(結果)</B><BR><BR> 
        ■後続請求伝票一覧(<IMART type="string" value=detaillistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR> 
                   <TH>項番</TH> 
                   <TH>請求伝票</TH> 
                   <TH>請求タイプ</TH> 
                   <TH>請求カテゴリ</TH> 
                   <TH>販売管理伝票カテゴリ</TH> 
                   <TH>販売伝票通貨</TH> 
                   <TH>ISO通貨コード</TH> 
                   <TH>会計への転記ステータス</TH> 
                   <TH>正味金額</TH> 
                   <TH>税額</TH> 
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                   <TH>中止区分</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=detailList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=idx>                <BR></IMART><IMART 
type="string" value = idx>                </IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BILLINGDOC>  <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.BILLINGDOC>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BILL_TYPE>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.BILL_TYPE>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BILLCATEG>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.BILLCATEG>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.SD_DOC_CAT>  <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.SD_DOC_CAT>  </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURRENCY>    <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CURRENCY>    </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURRENCY_ISO><BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CURRENCY_ISO></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.ACCTSTATUS>  <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.ACCTSTATUS>  </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.NET_VALUE>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.NET_VALUE>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.TAX_VALUE>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.TAX_VALUE>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CANCELLED>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.CANCELLED>   </IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
        ■後続請求伝票明細一覧(<IMART type="string" value=successlistCount></IMART>件)<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR> 
                   <TH>項番</TH> 
                   <TH>参照伝票番号</TH> 
                   <TH>参照明細番号</TH> 
                   <TH>請求伝票</TH> 
                   <TH>請求伝票明細</TH> 
                   <TH>正味金額</TH> 
                   <TH>税額</TH> 
                   <TH>通貨コード</TH> 
                   <TH>ISO コード通貨</TH> 
                   <TH>正味金額</TH> 
                   <TH>税額</TH> 
                   <TH>総額</TH> 
               </TR> 
               <IMART type="repeat" list=successList item="record" index="idx"> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=idx>                  <BR></IMART><IMART 
type="string" value = idx>                  </IMART></TD>         
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REF_DOC>       
<BR></IMART><IMART type="string" value = record.REF_DOC>       </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.REF_DOC_ITEM>  
<BR></IMART><IMART type="string" value = record.REF_DOC_ITEM>  </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BILL_DOC>      <BR></IMART><IMART 
type="string" value = record.BILL_DOC>      </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.BILL_DOC_ITEM> 
<BR></IMART><IMART type="string" value = record.BILL_DOC_ITEM> </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.NET_VALUE>     
<BR></IMART><IMART type="string" value = record.NET_VALUE>     </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.TAX_VALUE>     
<BR></IMART><IMART type="string" value = record.TAX_VALUE>     </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURRENCY>      
<BR></IMART><IMART type="string" value = record.CURRENCY>      </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value=record.CURRENCY_ISO>  
<BR></IMART><IMART type="string" value = record.CURRENCY_ISO>  </IMART></TD> 
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                   <TD><IMART type="decision" case="" 
value=record.NET_VALUE_ITEM><BR></IMART><IMART type="string" value = 
record.NET_VALUE_ITEM></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" 
value=record.TAX_VALUE_ITEM><BR></IMART><IMART type="string" value = 
record.TAX_VALUE_ITEM></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" 
value=record.GRO_VALUE_ITEM><BR></IMART><IMART type="string" value = 
record.GRO_VALUE_ITEM></IMART></TD> 
               </TR> 
               </IMART type="repeat"> 
            </TABLE><BR> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 請求伝票一覧照会 API のインスタンス生成 

BillingDocGetListController 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、請

求伝票一覧 BAPI（BAPI_BILLINGDOC_GETLIST）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】 structure の各項目に値を設定  ※サンプルプログラムでは structure セットは行っていません。 

structure パラメータの項目に値を設定する場合は、setStrParam メソッドを使用します。第一引数の structure 

名称は固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属

性の項目名称を設定してください。structure 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値を設定します。 

 

SAP R/3 structure セットする固定名称 

REFDOCRANGE 前伝票の範囲 RefDocRange 

 
【説明 3】 table の各項目に値を設定  ※サンプルプログラムでは table セットは行っていません。 

table パラメータの項目に値を設定する場合は、setTblParam メソッドを使用します。第一引数の table 名称は 

固定値になっています。後述のとおりに名称を設定して下さい。第二引数の項目名称は SAP R/3 の各属性の 

項目名称を設定してください。talbe 名称、項目名称は英字の大文字、小文字は厳密に区別されます。 

第三引数に値、第四引数にレコード番号を設定します。 

 

SAP R/3 table セットする固定名称 

BILLINGDOCUMENTDETAIL 後続請求伝票のテーブル BillingDocumentDetail 

SUCCESS 後続請求伝票の明細テーブル Success 

 
【説明４】 請求伝票一覧照会 

BillingDocGetListController クラスの executeBapi メソッドを実行すると、各項目にセットされた値で SAP R/3 より

請求伝票一覧データとして照会されます。 

請求伝票一覧 BAPI（BAPI_BILLINGDOC_GETLIST）の実行後に RETURN パラメータの内容も取得します。 

 
【説明 5】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 
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□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

BillingDocGetListController クラスのgetBapiReturnErrMessageメソッドを使用すると、取得した BapiReturn のType

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能です。

全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

BillingDocGetListController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセー

ジが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 後続請求伝票のテーブル情報を取得 

BillingDocGetListController クラスのgetBillingDocumentDetailListList メソッドを使用すると、取得した後続請求伝

票のテーブル情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 後続請求伝票の明細テーブル情報を取得 

BillingDocGetListController クラスのgetSuccessList メソッドを使用すると、取得した後続請求伝票の明細テーブル

情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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6.14 請求伝票詳細 照会 API 

6.14.1 BillingDocGetDetailController 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 上から請求伝票詳細情報を取得する API が提供されています。請

求伝票詳細情報を取得するためには、BillingDocGetDetailController クラスの持つ各メソッドを利用する必要があ

ります。BillingDocGetDetailController 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 BillingDocGetDetailController コンストラクタ（引数無し）。 

2 BillingDocGetDetailController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第 1 引数あり）。ConnectionManager を使う場合に使用

する。第 1 引数で「ConnectionManager」を設定する。 

3 BillingDocGetDetailController 
※第１引数あり 

コンストラクタ（第1引数あり）。SAPClientの接続情報を使う場合に使

用する。第 1 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

4 getBapiReturnErrMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")以外の BapiReturn オブジェクトのメッセージ情報を全て返

します。全て正常の場合は null が返却されます｡ 

5 getBapiReturnMessage ＢＡＰＩ実行結果であるBapiReturnのType情報が正常(デフォルト値: 

"S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を全て返します。

メッセージが存在しない場合は null が返却されます｡ 

6 getBillingDocumentDetail 請求伝票に関する詳細情報情報を取得します。 

7 getErrCode コンストラクタでエラー時のエラーコードを取得します。 

8 getErrDesc コンストラクタでエラー時の実行時エラー内容を取得します。 

9 getErrMsg コンストラクタでエラー時のエラーメッセージを取得します。 
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6.14.2 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/tutorial6-14-2/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（請求伝票詳細照会 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
        <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-14-2/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/tutorial6-14-2/im_sapapi.js 

 
 function execute(request){ 
 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
 //変数宣言 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    var billingdocument = "0090000000";     // 請求伝票数  
 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    //インスタンス生成 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    var objCon = new BillingDocGetDetailController(billingdocument);   ・・・ 説明1 
 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    // エラー判定 
 //-------------------------------------------------------------------------- 
    if (objCon.getErrCode() != "0"){   
     // エラーが発生した場合 
      
        var msg  = objCon.getErrMsg(); 
        var desc = objCon.getErrDesc(); 
 
        writeError(msg,desc); 
 
    } 
    else { 
     // エラーが発生していない場合 
 
     //オブジェクトをグローバル領域に保存 
     var bill = objCon.getBillingDocumentDetail();   ・・・ 説明2 
     //一般データをセット 
     Client.set("billingdoc",   bill.BILLINGDOC); 
     Client.set("bill_type",    bill.BILL_TYPE); 
     Client.set("billcateg",    bill.BILLCATEG); 
     Client.set("sd_doc_cat",   bill.SD_DOC_CAT); 
     Client.set("currency",     bill.CURRENCY); 
     Client.set("currency_iso", bill.CURRENCY_ISO); 
     Client.set("acctstatus",   bill.ACCTSTATUS); 
     Client.set("net_value",    bill.NET_VALUE); 
     Client.set("tax_value",    bill.TAX_VALUE); 
     Client.set("cancelled",    bill.CANCELLED); 
    } 
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} 
 
//------------------------------------------------------------------------------ 
//エラー情報出力メソッド 
//------------------------------------------------------------------------------ 
function writeError(msg,desc){ 
 
    Debug.print("■エラー情報"); 
    Debug.print("================================================"); 
    Debug.print("エラーメッセージ：" + msg); 
    Debug.print("エラー内容：" + desc); 
 
 Debug.browse(msg); 
     
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-14-2/result.js 

 
var strBillingdoc; 
var strBill_type; 
var strBillcateg; 
var strSd_doc_cat; 
var strCurrency; 
var strCurrency_iso; 
var strAcctstatus; 
var strNet_value; 
var strTax_value; 
var strCancelled; 
 
function init(request) 
{ 
 
    //オブジェクトを取得 
    //請求伝票 
 strBillingdoc   = Client.get("billingdoc"); 
 strBill_type    = Client.get("bill_type"); 
 strBillcateg    = Client.get("billcateg"); 
 strSd_doc_cat   = Client.get("sd_doc_cat"); 
 strCurrency     = Client.get("currency"); 
 strCurrency_iso = Client.get("currency_iso"); 
 strAcctstatus   = Client.get("acctstatus"); 
 strNet_value    = Client.get("net_value"); 
 strTax_value    = Client.get("tax_value"); 
 strCancelled    = Client.get("cancelled"); 
 
 Client.remove("billingdoc"); 
 Client.remove("bill_type"); 
 Client.remove("billcateg"); 
 Client.remove("sd_doc_cat"); 
 Client.remove("currency"); 
 Client.remove("currency_iso"); 
 Client.remove("acctstatus"); 
 Client.remove("net_value"); 
 Client.remove("tax_value"); 
 Client.remove("cancelled"); 
     
} 

  

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-14-2/result.html 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 //EN"> 
 
<HTML> 
    <HEAD> 
        <TITLE>チュートリアル実行結果</TITLE> 
        <STYLE type="text/css"> 
        <!-- 
        TH{ 
              color: #FFFFFF; 
              background-color : #0000cc; 
              font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        TD{ 
             color: black; 
             font-size : x-small; 
              height : 20px; 
              vertical-align: middle; 
        } 
        --> 
        </STYLE> 
    </HEAD> 
    <BODY> 
        <B>■請求伝票詳細照会(結果)</B><BR><BR> 
        ■請求伝票<BR> 
            <TABLE border=1 cellspacing=1 > 
               <TR> 
                   <TH>請求伝票</TH> 
                   <TH>請求タイプ</TH> 
                   <TH>請求カテゴリ</TH> 
                   <TH>販売管理伝票カテゴリ</TH> 
                   <TH>販売伝票通貨</TH> 
                   <TH>ISO通貨コード</TH> 
                   <TH>会計への転記ステータス</TH> 
                   <TH>正味金額</TH> 
                   <TH>税額</TH> 
                   <TH>中止区分</TH> 
               </TR> 
               <TR> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strBillingdoc>  <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strBillingdoc>  </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strBill_type>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strBill_type>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strBillcateg>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strBillcateg>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strSd_doc_cat>  <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strSd_doc_cat>  </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strCurrency>    <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strCurrency>    </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strCurrency_iso><BR></IMART><IMART 
type="string" value = strCurrency_iso></IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strAcctstatus>  <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strAcctstatus>  </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strNet_value>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strNet_value>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strTax_value>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strTax_value>   </IMART></TD> 
                   <TD><IMART type="decision" case="" value =strCancelled>   <BR></IMART><IMART 
type="string" value = strCancelled>   </IMART></TD> 
               </TR> 
             </TABLE><BR> 
    </BODY> 
</HTML> 
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【説明１】 請求伝票詳細照会 API のインスタンス生成 

BillingDocGetDetailController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に照会する請求伝票番号を設定しま

す。インスタンスを生成すると、請求伝票詳細 BAPI（BAPI_BILLINGDOC_GETDETAIL）を呼び出して請求伝

票詳細情報を取得する処理が実行されます。※import 型の import、structure、table パラメータが存在しないため

個別に設定することはできません。（API 内部で BAPI が実行されます。） 

 
【説明 2】 サンプルプログラムの中で記載されたデータ取得メソッドの詳細説明については、以下を参照してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外の BapiReturn を取得 

BillingDocGetDetailController クラスの getBapiReturnErrMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の

Type情報が正常(デフォルト値: "S" / "")以外のBapiReturnオブジェクトのメッセージ情報を取得することが可能で

す。全て正常の場合は null を取得します。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ Type 情報が正常(デフォルト値: "S" / "")の BapiReturn を取得 

BillingDocGetDetailController クラスの getBapiReturnMessage メソッドを使用すると、取得した BapiReturn の Type

情報が正常(デフォルト値: "S" / "")と判断された Type 情報のメッセージ情報を取得することが可能です。メッセー

ジが存在しない場合は null を取得します｡ 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 請求伝票に関する詳細情報情報を取得 

BillingDocGetDetailController クラスの getBillingDocumentDetail メソッドを使用すると、取得した請求伝票に関す

る詳細情報情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ 請求伝票に関する詳細情報情報を取得 

BillingDocGetDetailController クラスの getBillingDocumentDetail メソッドを使用すると、取得した請求伝票に関す

る詳細情報情報を取得することが可能です。 

項目の値を取得するには、KEY に SAP R/3 の各属性の項目名称を設定してください。 

 
□ エラー時のエラーコード情報を取得 

BillingDocGetDetailController クラスの getErrCode メソッドを使用すると、取得したエラー時のエラーコード情報を

取得することが可能です。 

 
□ エラー時の実行時エラー内容情報を取得 

BillingDocGetDetailControllerクラスのgetErrDescメソッドを使用すると、取得したエラー時の実行時エラー内容情

報を取得することが可能です。 

 
□ エラー時のエラーメッセージ情報を取得 

BillingDocGetDetailController クラスの getErrMsg メソッドを使用すると、取得したエラー時のエラーメッセージ情

報を取得することが可能です。 

 
※ サンプルプログラム実行結果では、SAP R/3 テスト環境のデータが取得されています。SAP R/3 標準では

該当データが存在しません。 
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6.15 品目コード割当済 照会 API 

6.15.1 StdMaterialGetIntNumberController 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 上から割り当てられた品目コードを取得する API が提供されていま

す。割り当てられた品目コードを取得するためには、StdMaterialGetIntNumberController クラスの持つ各メソッドを

利用する必要があります。StdMaterialGetIntNumberController 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 StdMaterialGetIntNumberController
※第 1～3 引数あり 

コンストラクタ（第１～3 引数あり）。第１引数に品目タイプ、第 2 引数

に産業コード、第 3 引数に割当数を設定する。 

2 StdMaterialGetIntNumberController
※※第１～4 引数あり 

コンストラクタ（第１～4 引数あり）。SAPClient の接続情報を使う場合

に使用する。第 4 引数で「SAPClient」（オブジェクト）を設定する。 

3 getStdMaterialGetIntNumberList 品目コード割当済一覧（結果）を取得します。 

4 getErrCode コンストラクタでエラー時のエラーコードを取得します。 

5 getErrDesc コンストラクタでエラー時の実行時エラー内容を取得します。 

6 getErrMsg コンストラクタでエラー時のエラーメッセージを取得します。 
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6.15.2 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/tutorial6-15-2/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（品目コード割当 API）<BR> 
        <BR> 
        <BR> 
     <IMART type ="form" method="POST" action="execute" page="sapapi_tutorial/tutorial6-15-2/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/tutorial6-15-2/im_sapapi.js 

 
 
function execute(request){ 
 
    var list; 
    var name; 
    var objCon; 
    var code; 
 
    // 品目タイプ 
    var materialType = "FERT"; 
    // 産業コード 
    var industrySector = "1"; 
    // 必須品目コードの設定 ※割当数 
    var requiredNumbers = "1"; 
 
    //インスタンス生成 
    objCon = new StdMaterialGetIntNumberController(materialType, industrySector, requiredNumbers);    ・・・ 説明1
 
    // コンストラクタでのエラーチェック 
    if(objCon.getErrCode() != "0"){ 
        //エラーメッセージ出力 
        Debug.browse(objCon.getErrMsg()); 
    } 
     
    // 割当済品目コード一覧を取得 
    list = objCon.getStdMaterialGetIntNumberList();   ・・・ 説明2 
 
    // 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/tutorial6-15-2/result.js 

 
var listResult; 
var listCount; 
 
function init(request) 
{ 
    // コード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;   ・・・ 説明2 
 
} 
 

 
<%intra-mart インストールディレクトリ%>/pages/sapapi_tutorial/tutorial6-15-2/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> 
        ■品目コード割当済一覧（ <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">品目コード</FONT></TD> 
                <TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">MATERIAL の品目コード (長)</FONT></TD> 
                <TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">MATERIAL の外部 GUID</FONT></TD> 
                <TD bgcolor="#0000cc"><FONT color="#ffffff">MATERIAL のバージョン番号</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.MATERIAL></IMART></TD> 
                <TD><IMART type="string" value = record.MATERIAL_EXTERNAL></IMART></TD> 
                <TD><IMART type="string" value = record.MATERIAL_GUID></IMART></TD> 
                <TD><IMART type="string" value = record.MATERIAL_VERSION></IMART></TD> 
            </TR> 
            </IMART type="repeat"> 
        </TABLE> 
    </BODY> 
</HTML> 
 

 

 
【説明１】 品目コード割当済照会 API のインスタンス生成 

StdMaterialGetIntNumberController クラスのインスタンスを生成します。第 1 引数に「品目タイプ」、第 2 引数に「産

業コード」、第 3 引数に「必須品目コード」を設定します。インスタンスを生成すると、BAPI を呼び出して割当済の

品目コードを取得する処理が実行されます。 

 
【説明 2】 品目コード割当済一覧を取得 

StdMaterialGetIntNumberController クラスの getStdMaterialGetIntNumberList メソッドを使用すると、割り当

てられた品目コード一覧を取得することが可能です。 
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【説明 3】 割当済品目コードの件数を取得 

StdMaterialGetIntNumberController クラスの getStdMaterialGetIntNumberList メソッドで取得した割当済品目

コードデータは、length で件数を取得することが可能です。 
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付録 A エラー判断制御 
SAP R/3 リアルタイム連携 API における BAPI 実行後の成功・失敗の標準の基準は、各 API での BAPI 実行後

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

失敗の場合、以下の例外やエラーコードが返却されます。 

スクリプト開発モデル エラーコード JAVAEE 開発モデル 例外 概要 

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

8 SAPPurchaseAppException 経費購買業務系アプリケーションエラー 

10 SAPFinancialAppException 管理会計業務系アプリケーションエラー 

12 SAPSalesAppException 販売管理業務系アプリケーションエラー 

 
RETURN パラメータの TYPE 値は、一般的に以下になります。 

RETURN-TYPE 値 概要 

S 正常終了 

W 警告 

I 情報 

E エラー 

 
たとえば、「警告」の場合も例外やエラーコードが返却されずに登録処理を行いたいという場合もあります。その場

合、各プロパティファイルにてこれを柔軟に設定することができます。プロパティファイルに、以下のように

ignoreErrMsgReturnTypes に W を追加することで、「警告」時に例外やエラーコードが返却されずに処理を終了さ

せることができます。 

 
  :  (省略) 
 
### エラーメッセージを無視するRETURN-TYPEの設定 
# カンマ区切りで指定。一般的に、RETURN-TYPEは以下のようになる。 
#  S：正常終了／W：警告／I：情報／E：エラー 
#  デフォルト値: S 
ignoreErrMsgReturnTypes=S,W 
# 空文字を含めるかどうか(true/false) 
# デフォルト値: true 
ignoreErrMsgReturnTypes.includeBlank=true 
 
  :  (省略) 

 
またこのプロパティの設定は、以下のメソッドに影響します。 

■   BapiController#getErrMessage() 

 ignoreErrMsgReturnTypes の TYPE 値以外のエラーメッセージをすべて取得します。各業務向け

API はこのメッセージが存在している場合に、上記の例外やエラーコードを返却します。 

■   BapiController#getMessage() 

 ignoreErrMsgReturnTypes の TYPE 値のメッセージをすべて取得します。 

■   BapiController#isSuccess()  

 BAPI 実行が正常に行われたか判断します。正常とは、実行結果に ignoreErrMsgReturnTypes

の TYPE 値以外が含まれている場合である。
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付録 B トランザクション制御 
ConnectionManager を使用することで、プログラム側で SAP R/3 への commit/rollback 処理を実行することができ

ます。これを利用することで、たとえば、複数の伝票をまとめて登録したり、伝票ヘッダと明細が別の BAPI によっ

てと登録されるような場合にも同一トランザクション内で登録処理を行うことができます。ただし、同一トランザクショ

ン内で実行する BAPI 内部に commit/rollback 処理が行われていないことが前提となります。BAPI 内部の処理

をご理解いただいた上で、本機能をご利用いただくことをお勧めいたします。 

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

 
現在、汎用向け API の BapiController に加え、以下の登録・更新系 API において、ConnectionManager を使用し、

プログラム側で SAP R/3 への commit/rollback 処理を実行することができます。 

 
 AccEmployeePayPostController       会計伝票登録 API 

 PurchaseOrderPayPostController      購買伝票登録 API 

 PurchaseOrderPostChangeController   購買伝票更新 API 

 PurchaseReleaseController           購買伝票承認 API (※注) 

 PurchaseResetReleaseController      購買伝票承認取消 API (※注) 

 MaterialSaveReplicaController       品目マスタ登録/変更/削除 API(※注) 

 GoodsMvtCreateController          入出庫伝票登録 API 

 InquiryCreateFromData2Controller    引合伝票登録 API 

 QuotationCreateFromData2Controller  見積伝票登録 API 

 SalesOrderCreateFromDat2Controller  受注伝票登録 API 

 BillingDocCreateMultipleController   請求伝票登録 API(※注) 

※使用方法についての詳細な情報は、API リストを参照してください。 

 
※注意 これらの API で使用する標準 BAPI では、BAPI 内部でトランザクション制御(commit/rollback 処

理)が行われます。そのため、これらの API に対して ConnectionManager を使用する場合、BAPI 自

体をカスタマイズする必要がございます。標準 BAPI を使用すると、同一トランザクション内のそこま

での処理がすべて commit または rollback されてしまいます。 
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以下に、ConnectionManager を使用した簡単なサンプルを示します。 

 
  :  (省略) 
 
 var objCon; 
 var errObj; 
  
 // コネクションマネージャーのインスタンス生成 
 var connectionManager = new ConnectionManager(); 
  
 while(true) { 
  // 引数にConnectionManagerを指定し、インスタンス生成 
  objCon = new BapiController("xxxxx", connectionManager); 
  // BAPI実行 
  errObj =  objCon.executeBapi(); 
  if (checkErr(errObj)) { 
   // エラーの場合、ロールバック処理 
      connectionManager.rollback(); 
      break; 
  } 
   
  // 引数にConnectionManagerを指定し、インスタンス生成 
  objCon = new BapiController("yyyyy", connectionManager); 
  // BAPI実行 
  errObj =  objCon.executeBapi(); 
  if (checkErr(errObj)) { 
      // エラーの場合、ロールバック処理 
   connectionManager.rollback(); 
      break; 
  } 
 
  // すべて成功の場合、コミット処理 
  connectionManager.commit(); 
  break; 
 } 
  :  (省略) 
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付録 C コネクション方式 
SAP R/3 との接続には SAP JCo を利用しており、接続方式には以下の 2 つがあります。 

 ダイレクトコネクション方式 

 プールコネクション方式 

パフォーマンスではプールコネクション方式の方が優位となりますが、ダイレクトコネクション方式では SAP R/3 への

接続時に接続ユーザを変更することができます。ただし、その変更したユーザは、SAP R/3 に存在するユーザでな

ければなりません。またそのユーザに適切な権限が付与されている必要があります。 

 
以下に、intra-mart のログインユーザ ID を SAP R/3 への接続ユーザ ID として使用する簡単なサンプルを示しま

す。ただし、認証情報 sap_auth_info.properties に以下のような servertype が sample のダイレクトコネクション用の定

義がされているとします。 

 
 
:  (省略) 

 
jco.client.client.sample=250 
jco.client.user.sample =user001 
jco.client.passwd.sample =pass001 
jco.client.lang.sample =ja 
jco.client.ashost.sample =erpsv01 
 
:  (省略) 

 

 
 
      :  (省略) 
 
     // ログインユーザIDを取得 
     var sessionInfo = AccessSecurityManager.getSessionInfo(); 
     var userId = sessionInfo.user; 
     // そのログインユーザのパスワードを取得 
     var accountManager = new AccountManager(sessionInfo.loginGroup); 
     var account = accountManager.getAccount(userId); 
     var passwd = account.password; 
     // SAPクライアントを取得し、ログインユーザIDとパスワードを設定 
     // ※接続先IPアドレス等その他の値はプロパティファイルの値が使用されます。 
    var sapClient = SapClientManager.getSapClient(“sample”); 
     sapClient.setUser(userId); 
     sapClient.setPasswd(passwd); 
 
    // SAPクライアントを任意のコントローラクラスのコンストラクタの引数に渡し、 
    // インスタンス生成。これにより、SAP R/3への接続ユーザは上記で設定した 
    // ユーザで接続され、そのユーザでBAPIの実行を試みる。 
    var objCon = new BankController(sapClient); 
 
      :  (省略) ※以降の処理は同じ 
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付録 D BAPI 名－コントローラ API 対応表 
 

モジュール BAPI 名 コントローラ API 名(※) 概要 
BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST AccEmployeePayPostController 会計伝票登録 
BAPI_BANK_GETLIST BankController 銀行取得 
BAPI_BUSINESSAREA_GETLIST BusinessAreaController 事業領域 
BAPI_COMPANYCODE_GETLIST CompanyController 会社取得 
BAPI_CONTROLLINGAREA_GETLIST ControllingAreaController 管理領域取得 
BAPI_COSTCENTER_GETLIST1 CostCenterController 原価センタ取得 
BAPI_GL_ACC_GETLIST GlAccController G/L 勘定科目取得 

財務会計 

(FI) 

BAPI_PROFITCENTER_GETLIST ProfitCenterController 利益センタ取得 
BAPI_COSTCENTERGROUP_GETDETAIL CostCenterGroupGetDetailController 原価センタグループ取得 
BAPI_CREDITOR_GETDETAIL CreditorGetDetailController 仕入先詳細取得 
BAPI_DEBTOR_GETDETAIL DebtorGetDetailController 得意先詳細取得 
BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL ExchangeRateGetDetailController 為替換算レート取得 
BAPI_INTERNALORDER_GETDETAIL InternalOrderGetDetailController 内部指図書詳細取得 
BAPI_INTERNALORDER_GETLIST InternalOrderGetListController 内部指図書一覧取得 
BAPI_PROFITCENTERGRP_GETDETAIL ProfitCenterGrpGetDetailController 利益センタグループ取得 

管理会計 

(CO) 

BAPI_PROJECT_GETINFO ProjectGetInfoController WBS 情報詳細取得 
BAPI_MATERIAL_GETLIST MaterialGetListController 品目コード検索 
BAPI_PO_GETITEMSREL PurchaseGetItemSrelController 購買伝票承認対象一覧取得 
BAPI_PO_CREATE1 PurchaseOrderPayPostController 購買伝票登録 
BAPI_PO_CHANGE PurchaseOrderPostChangeController 購買伝票変更 
BAPI_PO_RELEASE PurchaseReleaseController 購買伝票承認 
BAPI_PO_RESET_RELEASE PurchaseResetReleaseController 購買伝票承認取消 
BAPI_VENDOR_EXISTENCECHECK SupplierExistenceCheckController 仕入先コード存在チェック取得

BAPI_VENDOR_GETDETAIL SupplierGetDetailController 仕入先マスタ詳細情報取得 
BAPI_MATERIAL_GETALL MaterialGetAllController 品目マスタ詳細情報取得 
BAPI_GOODSMVT_CREATE GoodsMvtCreateController 入庫伝票登録 
BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA MaterialSaveReplicaController 品目マスタ登録／変更／削除

BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY MaterialAvailabilityController プラント品目在庫確認 
BAPI_GOODSMVT_GETITEMS GoodsMvtGetItemsController 入出庫伝票一覧取得 

在庫/購買管理 

 (MM) 

BAPI_STDMATERIAL_GETINTNUMBER StdMaterialGetIntNumberController 品目コード割当済一覧取得 
BAPI_SALESORDER_GETLIST SalesOrderGetListController 販売伝票一覧情報取得 
BAPI_SALESORDER_GETSTATUS SalesOrderGetStatusController 販売伝票ステータス一覧取得 
BAPI_BILLINGDOC_GETLIST BillingDocGetListController 請求伝票一覧情報取得 
BAPI_BILLINGDOC_GETDETAIL BillingDocGetDetailController 請求伝票詳細取得 
BAPI_INQUIRY_CREATEFROMDATA2 InquiryCreateFromData2Controller 引合伝票登録 
BAPI_QUOTATION_CREATEFROMDATA2 QuotationCreateFromData2Controller 見積伝票登録 
BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 SalesOrderCreateFromDat2Controller 受注伝票登録 

販売管理 

(SD) 

BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE BillingDocCreateMultipleControllerController 請求伝票登録 

※コントローラ API 名は JavaEE 開発モデル、スクリプト開発モデルで共通です。 
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