
プログラミングガイド
初版 2013-02-01

IM-ERP Real Connect for Accel Platform

1

http://www.intra-mart.jp/download/product/index.html
index.html#document-index


改訂情報改訂情報

変更年月日変更年月日 変更内容変更内容

2013-02-01 初版

IM-ERP Real Connect for Accel Platform

2



目次目次

はじめに

概要

サンプルプログラムを通して、SAP リアルタイム連携 API による開発の方法を読者に伝えることを目的とします。
本書を通して、SAP 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 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手引きを行います。

対象読者

本書は SAP リアルタイム連携 API による開発を行おうとする開発者の方を対象にしています。

本書の対象読者として、以下の知識は本書を読み進める際に必要な前提知識とします。

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

�

JavaEE 技術に関する説明

�

SAP の基本操作に関する説明

�

SAP の業務モジュールに関する説明

�

SAP の BAPI（RFC 汎用モジュール）の定義・構造等に関する説明

本書ではスクリプト開発モデルのサンプルプログラミングを中心に使用方法を説明しています。
SAP 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)。
SAP 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。

本書の構成

本書では以下の4つのカテゴリで構成されています。

SAPリアルタイム連携リアルタイム連携APIの構造の構造

IM-ERP Real Connect for Accel Platformで提供されているSAP連携APIの動作の原理について説明します。

汎用向け汎用向けAPI

IM-ERP Real Connect for Accel Platformで提供されている汎用向けSAP連携APIを利用した開発方法について説明します。

業務向け業務向けAPI

IM-ERP Real Connect for Accel Platformで提供されている業務用向けSAP連携用APIを利用した開発方法について説明します。

Tips

エラー処理、トランザクション、コネクションなどSAP連携時に必要な制御方法について説明します。

SAPリアルタイム連携APIの構造

SAP リアルタイム連携 API とは、intra-mart 上の Web システムから SAP 内のデータを取得・更新するためのJavaAPI 群の総称です。
SAP には外部システムから SAP 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 内のデータの取得・更新を実現する機能を提供します。
提供されている各APIの仕様に関しては、以下を参照してください。

汎用向け汎用向けAPI
業務向け業務向けAPI
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注意注意

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 リアルタイム連携 API）のみです。
SAP 社の提供する SAP 環境及び、「JCo」、「RFC Lib」は intra-mart には含まれません。

汎用向けAPI

本項では汎用APIの概要と利用方法について説明を行います。

汎用向けAPIの役割

汎用向けAPIには以下の役割が存在します。

1. 各業務向けAPIのコアAPIとしての機能

各業務にて、SAP 上のデータを取得/更新する際、SAP 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。
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。
そのため開発者は、汎用向け API を意識することなく業務向けAPIを利用することになります。

2. 独自APIの作成サポート

現在、intra-mart では SAP 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 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。

汎用向けプロパティファイルの編集

本項では、汎用向けのプロパティファイルの構成と記述方法について説明します。

汎用向けプロパティファイルについて
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開発者が汎用向け API を使用して、SAP 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。
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。

KEY 値値 説明説明

servertype SAP の接続先を識別する為の servertype の値｡

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）

bapiname SAP 上のデータ取得・更新のために使用する BAPI の名称。

import.import.[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。

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。

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。

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。

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。

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。

プロパティファイルの編集プロパティファイルの編集

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。

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。

BapiControllerクラスの各メソッドの説明

SAP 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。

メソッド一覧

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明
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BapiController 第1引数あり。
コンストラクタ。
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。

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。

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。

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）。

executeBapi BAPI を実行する。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

サンプルプログラムによる作成例

サンプルプログラムの概要

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。
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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

業務用APIの会社取得APIのサンプルプログラムを元に作成する。

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。

servertype= 
commit=false 

bapiname=BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL 

import.import.COMPANYCODEID=imp_key1 

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

サンプルのコーディング

以下のファイルをサンプル用の画面、及び処理として実装します。

入力画面(im_sapapi.html)
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<imart type="head">
  <title>チュートリアル</title>
  <script type="text/javascript">
  // 前の画面へと移動.
  function refresh() {
    $('#refresh-form').submit();
  };
  function back() {
    $('#back-form').submit();
  };
  </script>
</imart>

<header class="imui-title">
    <h1>SAP リアルタイム連携API チュートリアル（会社取得 API）</h1>
</header>
<div class="imui-toolbar-wrap">
  <div class="imui-toolbar-inner">
    <!-- ツールバー左側 -->
    <ul class="imui-list-toolbar">
      <!-- 戻る -->
      <li><a href="javascript:back();" class="imui-toolbar-icon"
        title="戻る"><span class="im-ui-icon-common-16-back"></span></a></li>
    </ul>
    <!-- ツールバー右側 -->
    <ul class="imui-list-toolbar-utility">
      <li><a href="javascript:refresh();" class="imui-toolbar-icon" title="最新情報"><span
          class="im-ui-icon-common-16-refresh"></span></a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

<div class="imui-form-container-wide">
  <div class="imui-chapter-title">
    <h2>会社取得(BAPI_COMPANYCODE_GETLIST)</h2>
  </div>
  <label>※ 実行時の注意点</label><br />
  <label>１件以上の会社が SAP 上に存在すること。</label><br />
  <form method="POST" action="sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/result">
    <div class="imui-operation-parts">
      <input type="submit" value="チュートリアル実行" class="imui-large-button" />
    </div>
  </form>
</div>

<!-- 画面更新用フォーム -->
<form id="back-form" name="backForm" action="sapapi_tutorial/tutorial_menu" method="POST"></form>
<form id="refresh-form" name="refreshForm" action="sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/im_sapapi" method="POST"></form>

入力画面処理(im_sapapi.js)

function init(){
}

一覧画面(result.html)
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<imart type="head">
<title>チュートリアル</title>
<script type="text/javascript">
  // 前の画面へと移動.
  function back() {
    $('#back-form').submit();
  };
</script> </imart>
<header class="imui-title">
  <h1>SAP リアルタイム連携API チュートリアル実行結果（会社取得 API）</h1>
</header>
<div class="imui-toolbar-wrap">
  <div class="imui-toolbar-inner">
    <!-- ツールバー左側 -->
    <ul class="imui-list-toolbar">
      <!-- 戻る -->
      <li><a href="javascript:back();" class="imui-toolbar-icon"
        title="戻る"><span class="im-ui-icon-common-16-back"></span></a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class="imui-form-container-wide">
  <div class="imui-chapter-title">
    <h2>
      会社一覧（
      <imart type="string" value=listCount />
      件 ）
    </h2>
  </div>
  <br />
  <table class="imui-table mt-20">
    <tbody>
      <tr>
        <th><label>No</label></th>
        <th><label>会社コード</label></th>
        <th><label>会社名</label></th>
      </tr>
      <imart type="repeat" list=listResult item="record" index="idx">
      <tr>
        <td><a rel="alternate"
          href="sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/detail"
          name=record.LINK_KEY><imart type="string" value=idx></imart>
          </a>
        </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">
    </tbody>
  </table>
</div>

<!-- 実行画面遷移用フォーム -->
<form id="back-form" name="backForm"
  action="sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/im_sapapi" method="POST"></form>

一覧画面処理(result.js)

var listResult;
var listCount;

function init(request) {
    var objCon;
    var idx;

    //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
    listResult = 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 < listResult.length; idx++){
     listResult[idx]["LINK_KEY"] = listResult[idx]["COMP_CODE"]
    }

    //一覧の件数を取得
    listCount = listResult.length;

}

詳細画面(detail.html)
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<imart type="head">
<title>チュートリアル</title>
<script type="text/javascript">
  // 前の画面へと移動.
  function back() {
    $('#back-form').submit();
  };
</script> </imart>
<header class="imui-title">
  <h1>SAP リアルタイム連携API チュートリアル実行結果（会社取得 API）</h1>
</header>
<div class="imui-toolbar-wrap">
  <div class="imui-toolbar-inner">
    <!-- ツールバー左側 -->
    <ul class="imui-list-toolbar">
      <!-- 戻る -->
      <li><a href="javascript:back();" class="imui-toolbar-icon"
        title="戻る"><span class="im-ui-icon-common-16-back"></span></a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class="imui-form-container-wide">
  <div class="imui-chapter-title">
    <h2>会社情報 詳細</h2>
  </div>
  <table class="imui-table mt-20">
    <tbody>
      <tr>
        <th class="wd-20"><label>会社コード</label></th>
        <td><imart type="string" value=compCode> </imart></td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="wd-20"><label>会社名</label></th>
        <td><imart type="string" value=compName> </imart></td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="wd-20"><label>市区町村名</label></th>
        <td><imart type="string" value=city> </imart></td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="wd-20"><label>国コード</label></th>
        <td><imart type="string" value=country> </imart></td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="wd-20"><label>通貨コード</label></th>
        <td><imart type="string" value=currency> </imart></td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="wd-20"><label>勘定コード表</label></th>
        <td><imart type="string" value=chrtAccts> </imart></td>
      </tr>
      <tr>
        <th class="wd-20"><label>会計年度バリアント</label></th>
        <td><imart type="string" value=fyVariant></imart></td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>

<!-- 実行画面遷移用フォーム -->
<form id="back-form" name="backForm"
  action="sapapi_tutorial/tutorial3-4-3/result" method="POST"></form>

詳細画面(detail.js)
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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");

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

    //BAPI実行
    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);
    } else if (!objCon.isSuccess()) {
        //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");
    
    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
}

コラムコラム

スクリプト開発で作成されたシステムのメニューの登録方法、実行方法は「スクリプト開発プログラミングガイド」の内容を
参照してください。

業務向けAPI

本項では業務向けAPIの概要と利用方法について説明を行います。
IM-ERP Real Connectにて、利用できる業務向けAPIのモジュールは以下の4つになります。

財務会計業務向け API

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以下のフォルダに配備されています。
“WEB-INF/classes/jp/co/intra_mart/foundation/sap/module”

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、servertypeの設定を行ってください。
財務会計業務向け APIの機能は以下となります。

事業領域 取得 API(BusinessAreaController)

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。
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。

各メソッドの説明各メソッドの説明

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

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、No3〜4 のメソッドにて取得
することができるようになる。

BusinessAreaController コンストラクタ（第1、第2引数あり）。
第1引数で指定した言語、第2引数で指定した ISO
639 準拠の言語で有効な事業領域の情報を、No3〜
4のメソッドにて取得することができるようになる。
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getBusinessAreaList 引数なしコンストラクタの場合、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。
引数ありコンストラクタの場合、引数で指定した言
語、ISO 639 準拠の言語に紐づく事業領域情報（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。

getBusArDes 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。

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

サンプルプログラムサンプルプログラム

var busArDes;
var listResult;
var listCount;

function init(request) {

    var list;
    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  

    //一覧の件数を取得
    listCount  =  list.length;      //  説明４
}

事業領域取得 API のインスタンス生成(説明1)

BusinessAreaController 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 を呼出して事業領域を取得する処理が実行されます。

1. 言語、ISO 639 準拠の言語を指定しないで事業領域を取得する場合

引数なしのインスタンスを生成します。
言語に「JA」、ISO 639 準拠の言語に「JA」を内部で設定しBAPI を呼び出します。
objCon = new BusinessAreaController; は、言語「JA」、ISO 639 準拠の言語
「JA」に紐付けられている事業領域情報を取得、となります。

2. 言語、ISO 639 準拠の言語を指定して事業領域を取得する場合

インスタンス（第1、第2引数あり）を生成します。
第１引数で「言語」、第2引数で「ISO 639 準拠の言語」を指定します。
もし、objCon = new BusinessAreaController(“EN”,”EN”);とした場合は、言語コー
ド「EN」、ＩＳＯ 639 準拠の言語「EN」に紐付けられている事業領域の情報を取得、
となります。

�

事業領域の一覧を取得(説明2)

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。

�

1件目のデータの事業領域名を取得(説明3)

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。

�

一覧の件数を取得(説明4)

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
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件数を取得することが可能です

管理領域 取得 API(ControllingAreaController)

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。
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。

各メソッドの説明各メソッドの説明

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

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

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。

getName 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。

サンプルプログラムサンプルプログラム

var name;
var listResult;
var listCount;

function init(request) {
    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
    listResult = 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 =  listResult[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

    //一覧の件数を取得
    listCount = listResult.length;      // 説明4

}

管理領域取得 API のインスタンス生成(説明1)

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。

�

管理領域の一覧を取得(説明2)

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。

１件目のデータの管理領域名を取得(説明3)

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。

�

一覧の件数を取得(説明4)

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。

原価センタ 取得 API (CostCenterController)

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。
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。

各メソッドの説明各メソッドの説明

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明
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CostCenterController コンストラクタ（引数無し）。
No4〜18 のメソッドで値を設定し、No19
executeBapi メソッドで BAPI を呼び出し原価センタ
を取得する場合に使用します。

CostCenterController コンストラクタ（第１引数あり）。
引数で指定した「管理領域コード」配下の原価センタ
の内、システム日付時点で有効な原価センタの情報
のみ、No20〜22 のメソッドにて取得することができる
ようになる。

CostCenterController コンストラクタ（第１、第２引数あり）。
第１引数で指定した「管理領域コード」配下の原価セ
ンタの内、第２引数で指定した日付時点で有効な原
価センタの情報のみ、No20〜22 のメソッドにて取得
することができるようになる。

setControllingarea 第１引数で指定した管理領域を設定する。

setCostcenterFrom 第１引数で指定した原価センタ（開始値）を設定す
る。

setCostcenterTo 第１引数で指定した原価センタ（終了値）を設定す
る。

setPersonInChargeFrom 第１引数で指定した責任者（開始値）を設定する。

setPersonInChargeTo 第１引数で指定した責任者（終了値）を設定する。

setDateFrom 第１引数で指定した有効期間（開始値）を設定する。

setDateTo 第第１引数で指定した有効期間（終了値）を設定す
る。

setCostcentergroup 第１引数で指定した原価センタグループを設定する。

setControllingarea 第１引数で指定した事業領域を設定する。

setMasterDataInactive 第１引数で指定したマスタレコードの無効化を設定す
る。

setPersonInChargeUserFrom 第１引数で指定した担当ユーザ（開始値）を設定す
る。

setPersonInChargeUserTo 第１引数で指定した担当ユーザ（終了値）を設定す
る。

setTblParam 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。

executeBapi 上記のsetメソッドで設定した値に紐づく原価センタ
を取得する為にBAPI を呼び出します。

getCostCenterList コンストラクタまたは、上記のsetメソッドで設定した
値に紐づく原価センタ情報(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。

getName 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。

getDescript 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。

getExtensionInList BAPI パラメータ EXTENSIONIN の参照構造配列
を取得する。

getExtensionOutList BAPI パラメータ EXTENSIONOUT の参照構造を
取得する。

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

サンプルプログラムサンプルプログラム
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var name;
var descript;
var listResult;
var listCount;

function init(request) {
    var objCon;
    var code;

    //インスタンス生成
    objCon = new CostCenterController("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());
    }
    
    //原価センタの一覧を取得
    listResult = objCon.getCostCenterList();  // 説明3  

    //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 =  listResult[0]["COST_CENTER"];

    //１件目のデータの一般名称を取得
    name = objCon.getName(code);  // 説明4

    //１件目のデータのテキストを取得
    descript = objCon.getDescript(code);  // 説明5

    //一覧の件数を取得
    listCount = listResult.length;    // 説明6
}

原価センタ取得 API のインスタンス生成(説明1)

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３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。
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。

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

インスタンス（第1引数あり）を生成します。
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。

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

インスタンス（第1、第2引数あり）を生成します。
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。

3. 引数を指定しないで原価センタを取得する場合

引数なしインスタンスを生成します。
コンストラクタ生成後、管理領域や会社コード、原価センタなどをsetter メソッドにより設定し
ます。
そして executeBapi メソッドにより BAPI を呼び出し、setter メソッドで設定した値に紐付け
られている原価センタの情報を取得します。

table の各項目に値を設定(説明2)

引数なしコンストラクタを生成し、各 setter メソッドで値を設定し executeBapi メソッドで BAPI を呼び出
すことができます。
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。
COSTCENTERLIST(原価センタ一覧)：CostCenter
EXTENSIONIN(BAPIパラメータ EXTENSIONIN)：ExtensionIn
EXTENSIONOUT(BAPIパラメータ EXTENSIONOUT)：ExtensionOut

第二引数の項目名称はSAP の各属性の項目名称を設定してください。
table 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。

原価センタの一覧を取得(説明3)

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（引数で指定したシステム日付時点で有効でない原
価センタは対象外）。

1件目のデータの一般名称を取得(説明4)
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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。

1件目のデータのテキストを取得(説明5)

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。

一覧の件数を取得(説明6)

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。

利益センタ 取得 API (ProfitCenterController)

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。
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。

各メソッドの説明各メソッドの説明

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

ProfitCenterController 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、取得することができるようになる。

ProfitCenterController コンストラクタ（第1、第2引数あり）。
第1引数で指定した「管理領域コード」配下の利益セ
ンタの内、第２引数で指定した日付時点で有効な利
益センタの情報を取得することができるようになる。

ProfitCenterController コンストラクタ（第1〜4引数あり）。
第1引数で指定した「管理領域コード」の利益センタ
の内、第２引数で指定した「利益センタ責任者」、第３
引数で指定した「利益センタに責任のあるユーザ」、
第４引数で指定した「日付」に紐づく利益センタの情
報を取得することができるようになる。

getProfitCenterList コンストラクタにて指定した値に有効な、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、利益センタの責任ユーザ)が
格納された配列を取得する。

getValidTo 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。

getPctrName 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。

getInCharge 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。

getInChargeUser 引数で指定した「利益センタコード」に対応する利益
センタに責任のあるユーザを取得する。

サンプルプログラムサンプルプログラム
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var validTo;
var pctrName;
var inCharge;
var listResult;
var listCount;

function init(request) {
    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

    //一覧の件数を取得 
    listCount = list.length;    // 説明6

}

利益センタ取得 API のインスタンス生成(説明1)

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３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。
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。

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

インスタンス（第1引数あり）を生成します。
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。

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

インスタンス（第1、2引数あり）を生成します。
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。

3. 引数で指定した管理領域、利益センタ責任者、利益センタに責任のあるユーザ、日付時点で、有効な利
益センタを取得する場合

インスタンス（第1〜4引数あり）を生成します。
第1引数で「管理領域コード」、第2引数で「利益センタ責任者」、第3引数で「利益センタに責
任のあるユーザ」、第４引数で「日付（YYYYMMDD）」を指定します。
もし、objCon = new ProfitCenterController (“JP10”,”ERP002”,”ERP003”,”20070930”)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、2007年9
月30日時点で有効な情報かつ利益センタ責任者「ERP002」、利益センタに責任のある
ユーザ「ERP003」に紐づく情報を取得する、となります。

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）。

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。

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。
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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。

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。

会社 取得 API (CompanyController)

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。
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。

各メソッドの説明各メソッドの説明

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

CompanyController コンストラクタ（引数無し）

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。

getCompName 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。

サンプルプログラムサンプルプログラム

var name;
var listResult;
var listCount;

function init(request) {
    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
    listResult = 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 =  listResult[0]["COMP_CODE"];

    //１件目のデータの会社名を取得
    name = objCon.getCompName(code);      // 説明3

    //一覧の件数を取得
    listCount = listResult.length;      // 説明4

}

会社取得 API のインスタンス生成(説明1)

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。

会社の一覧を取得(説明2)

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。

１件目のデータの会社名を取得(説明3)

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。

一覧の件数を取得(説明4)

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。

G/L 勘定 取得 API (GlAccController)

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。
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。

各メソッドの説明各メソッドの説明

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明
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GlAccController コンストラクタ（第1引数あり）。
引数で指定した「会社コード」配下の勘定科目の内、
言語が「JA」、かつ ISO 639 準拠の言語が「JA」で
ある勘定科目の情報取得することができるようにな
る。

GlAccController コンストラクタ（第1〜3引数あり）。
第1引数で指定した会社コード、第2引数で指定した
言語、第3引数で指定した ISO 639 準拠の言語で有
効な勘定科目の情報を、No3〜5 のメソッドにて取得
することができるようになる。

getGlAccList コンストラクタ（第1引数あり）の場合、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。
コンストラクタ（第1〜3引数あり）にの場合、引数で
指定した会社コード、言語、ISO 639 準拠の言語に
紐づく勘定科目情報(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。

getShortText 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。

getLongText 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。

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

サンプルプログラムサンプルプログラム

var shortText;
var longText;
var list;
var listCount;

function init(request) {
    var objCon;
    var code;

    //インスタンス生成
    objCon = new GlAccController("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()); 
    }

    //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

    //一覧の件数を取得 
    listCount = list.length;     //  説明5
}

G/L 勘定取得 API のインスタンス生成(説明1)

GlAccController 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 を呼出して勘定科目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。

1. 言語、ISO 639 準拠の言語を指定しないで勘定科目を取得する場合

インスタンス（第１引数あり）を生成します。
第1引数で「会社コード」を指定します。言語「JA」、ISO 639 準拠の言語「JA」を内
部で設定し BAPI を呼び出します。
objCon = new GlAccController(“JP10”)は、会社コード「JP10」、言語コード「JA」、
ＩＳＯ 639 準拠の言語「JA」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
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ます。

2. 言語、ISO 639 準拠の言語を指定して勘定科目を取得する場合

インスタンス（第1〜3引数あり）を生成します。
第1引数で「会社コード」、第2引数で「言語」、第3引数で「ISO 639 準拠の言語」を
指定します。
objCon = new GlAccController(“JP10”,”EN”,”EN”)は、会社コード「JP10」、言語
コード「EN」、ISO 639 準拠の言語「EN」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。

G/L 勘定の一覧を取得(説明2)

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。

�

1件目のデータの G/L 勘定コードテキスト(短)を取得(説明3)

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。

�

1件目のデータの総勘定元帳勘定テキスト(長)を取得(説明4)

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。

�

一覧の件数を取得(説明5)

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。

銀行 取得 API (BankController)

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。
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。

各メソッドの説明各メソッドの説明

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

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取得する
ことができるようになる。

BankController コンストラクタ（第1、第2引数あり）。
第1引数で指定した銀行国コード、第2引数で指定し
た最大該当行数で有効な銀行情報を取得すること
ができるようになる。

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。

getBankName 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。

getCity 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。

サンプルプログラムサンプルプログラム
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var name;
var city;
var listResult;
var listCount;

function init(request) {
    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

    //一覧の件数を取得 
    listCount = list.length;      //  説明5
}

�

銀行取得 API のインスタンス生成(説明1)

BankController 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 を呼出して銀行情報を取得する処理が実行されます。

1. 銀行国コード、最大該当行数を指定しないで銀行情報を取得する場合

インスタンス（引数なし）を生成します。
銀行国コード「JP」、最大該当行数ブランクを内部で設定しBAPI を呼び出します。
objCon = new BankController;は、銀行国コード「JP」に紐付けられている銀行情報を取得する、と
なります。
インスタンスを生成すると、BAPI を呼出して銀行情報を取得する処理が実行されます。

2. 銀行国コード、最大該当行数を指定して銀行情報を取得する場合

インスタンス（第1、第2引数あり）を生成します。
第1引数で「銀行国コード」、第2引数で「最大該当行数」を指定します。
objCon = new BankController (“JP”,”100”)は、銀行国コード「JP」、最大該当行数「100」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を呼出して銀行情報を取得する処理が実行されます。
最大該当行数は0以上の値を設定してください。

�

銀行の一覧を取得(説明2)

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。

�

１件目のデータの銀行名を取得(説明3)

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。

�

１件目のデータの市区町村名を取得(説明4)

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。

�

一覧の件数を取得(説明5)

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。

会計伝票 登録 API (AccEmployeePayPostController)

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。
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。
また、登録可能な項目は、会計伝票として必要最低限必要と判断される項目のみとなっています。
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各メソッドの説明各メソッドの説明

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

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

setDocObjType 伝票ヘッダの参照処理に引数の値を設定する。

setDocObjKey 伝票ヘッダのオブジェクトキーに引数の値を設定す
る。

setDocUsername 伝票ヘッダのユーザ名に引数の値を設定する。

setDocHeaderTxt 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。

setDocCompCode 伝票ヘッダの会社コードに引数の値を設定する。

setDocAcDocNo 伝票ヘッダの会計伝票番号に引数の値を設定する。

setDocFiscYear 伝票ヘッダの会計年度に引数の値を設定する。

setDocDocDate 伝票ヘッダの伝票の伝票日付に引数の値を設定す
る。

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

setDocFisPeriod 伝票ヘッダの会計期間に引数の値を設定する。

setDocDocType 伝票ヘッダの伝票タイプに引数の値を設定する。

setDocRefDocNo 伝票ヘッダの参照伝票番号に引数の値を設定する。

setPaItemnoAcc 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。

setPaVendorNo 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。

setPaGlAccount 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。

setPaBlineDate 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。

setPaPymtMeth 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。

setPaAllocNmbr 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。

setPaItemText 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。

setGlItemnoAcc 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。

setGlGlAccount 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。

setGlCompCode 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。

setGlPstngDate 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。

setGlDocType 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。

setGlFiscYear 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。

setGlRefKey1 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。

setGlItemText 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。

setGlTaxCode 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。

setGlAllocNmbr 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。

setGlBusArea 第2引数で指定したレコード番号で、G/L勘定明細の
事業領域に第1引数の値を設定する。

setGlCostcenter 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。

setGlOrderid 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。

setGlWbsElement 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。

setTaItemnoAcc 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。

setTaGlAccount 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。

setTaTaxCode 第2引数で指定したレコード番号で、税明細の消費
税コードに第1引数の値を設定する。

setCuItemnoAcc 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。
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setCuCurrency 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。

setCuAmtDoccur 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。

setCuAmtBase 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。

setStrParam 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。

setTblParam 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。

executeBapi setメソッドで設定した値を、接続先の SAP 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。

getObjType 参照処理を取得する。

getObjSys 参照システムを取得する。

getObjKey 参照キーを取得する。

getDocumentHeader 伝票ヘッダ情報を取得する。

getAccountPayableList 仕入先明細一覧を取得する。

getAccountGlList G/L 勘定明細一覧を取得する。

getCurrencyAmountList 明細通貨項目一覧を取得する。

getTravelAmountList 旅費資金計画通貨項目一覧を取得する。

getTravelList 旅費資金予算明細一覧を取得する。

getExtension1List カスタマ拡張テーブル一覧を取得する。

コンストラクタコンストラクタ / メソッド名メソッド名 説明説明

サンプルプログラムサンプルプログラム
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function init(request) {
    var errList = [];
    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            //    説明2
    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); 
    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         //    説明3
    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);

    //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);
    }
}

会計伝票登録 API のインスタンス生成(説明1)

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。

�

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。
以下の２つのいずれかの方法で値を設定することができます。

�
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1. 各項目の setter メソッドを使用する場合

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。

2. setStrParam メソッドする場合

第1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2引数の項目名称は SAP 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3引数に
値を設定します。

SAP structure セットする固有名称セットする固有名称
DOCUMENTHEADER(伝票ヘッダ) DocumentHeader

明細通貨項目 table の各項目に値を設定(説明3)

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。
以下の２つのいずれかの方法で値を設定することができます。

�

1. 各テーブルの setter メソッドを使用する場合

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。

2. setTblParam メソッドを使用する場合

第1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2引数の項目名称は SAP の各属性の項目名称を設定してください。table 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3引数に値、第4引数にレコード番号を設定します。

SAP table セットする固有名称セットする固有名称
ACCOUNTPAYABLE(仕入先明細) AccountPayable
ACCOUNTGL(G/L 勘定明細) AccountGl
ACCOUNTTAX(税明細) AccountTax
CURRENCYAMOUNT(明細通貨項目) CurrencyAmount
TRAVEL(旅費資金予算明細) Travel
TRAVELAMOUNT(旅費資金予算通貨項目) TravelAmount
EXTENSION1(カスタマ拡張テーブル) Extension1

会計伝票の登録(説明4)

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 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。

注意注意

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。

Tips

本項では、独自でBAPI実行時の制御を行うための実装方法について説明します。
実装方法の内容は以下のメニューから参照してください。

エラー制御

SAP 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スクリプト開発モデル エラーコードエラーコード JAVAEE 開発モデル開発モデル 例外例外 概要概要

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。
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RETURN-TYPE 値値 概要概要

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。

### 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 

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になります。

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 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
への commit/rollback 処理を実行することができます。
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。

BAPI名名 概要概要

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

注意注意

(注)マークが付いている 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。

以下にConnectionManager を使用した簡単なサンプルを示します。
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// ------------------------------------------------------------------
// 更新系APIをトランザクション制御して実行する手順
// ------------------------------------------------------------------

function init() {
    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; 
    
    }

} 

また、更新系APIと参照系APIを同じトランザクションで複数回実行する場合は、コネクションをまず取得し、そのコネクションを使いまわして
ください。
下記のサンプルの場合、commit処理が行われるまでに複数回実行されるBAPIの内のいずれかでエラーが発生した場合、これまでの処
理がすべてロールバックされます。
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// ------------------------------------------------------------------
// 更新系 -> 参照系 -> 更新系 をトランザクション制御して実行する手順
// ------------------------------------------------------------------

var objCon;
var errObj;

// 1. 準備：SapClientのインスタンスの取得とコネクションマネージャの作成
var sapClient = SapClientManager.getSapClient();
var connectionManager = new ConnectionManager(sapClient);

while(true) {
    // 引数にConnectionManager を指定し、インスタンス生成
    objCon = new XxxController(connectionManager); // 更新系
    // 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 YyyController(sapClient); // 参照系
    // 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 ZzzController(connectionManager); // 更新系
    // 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;
}

コネクション方式

「IM-ERP Real Connect for Accel Platform セットアップガイド」にも示している通り、SAP 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 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 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 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。

sap_auth_info.properties

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 

sample.js
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function init() {

    // 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 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); 
    
}

コミット処理の同期化

ConnectionManager#commit() 処理は、デフォルトではSAPへのコミット処理を非同期で実行しています。
SAPへのコミット処理を同期でおこなう場合、ConnectionManager#setCommitAndWait(boolean)を利用してコミット処理の同期、非同
期を選択できます。
ConnectionManager#setCommitAndWait(boolean)の仕様に関しては、APIリストを参照してください。

function init() {

    //準備：SapClientのインスタンスの取得とコネクションマネージャの作成
    var sapClient = SapClientManager.getSapClient();
    var connectionManager = new ConnectionManager(sapClient);

    // コミット処理を同期化する
    connectionManager.setCommitAndWait(true);

    // 引数にConnectionManager を指定し、インスタンス生成
    var objCon = new XxxController(connectionManager); // 更新系

    // BAPI 実行
    var errObj = objCon.executeBapi();

   if (checkErr(errObj)) {
       // エラーの場合、ロールバック処理
       connectionManager.rollback();
    } else {
        // コミット
        connectionManager.commit();
    }
}

Copyright © 2000-2012, NTT DATA INTRAMART CORPORATION All rights Reserved NTT DATA INTRAMART CORPORATION

IM-ERP Real Connect for Accel Platform

29


	プログラミングガイド
	初版 2013-02-01

	改訂情報
	目次
	はじめに
	概要
	対象読者
	本書の構成

	SAPリアルタイム連携APIの構造
	汎用向けAPI
	汎用向けAPIの役割
	汎用向けプロパティファイルの編集
	汎用向けプロパティファイルについて

	BapiControllerクラスの各メソッドの説明
	メソッド一覧

	サンプルプログラムによる作成例
	サンプルプログラムの概要
	汎用プロパティファイルの作成
	サンプルのコーディング


	業務向けAPI
	財務会計業務向け API
	事業領域 取得 API(BusinessAreaController)
	管理領域 取得 API(ControllingAreaController)
	原価センタ 取得 API (CostCenterController)
	利益センタ 取得 API (ProfitCenterController)
	会社 取得 API (CompanyController)
	G/L 勘定 取得 API (GlAccController)
	銀行 取得 API (BankController)
	会計伝票 登録 API (AccEmployeePayPostController)


	Tips
	エラー制御
	トランザクション制御
	コネクション方式
	コミット処理の同期化



