
PayPal SOAP API の基本 

PayPal SOAP API は、総称してウェブサービスと呼ばれるオープンスタンダードに基づいています。ウェブサービスには、簡易オブ

ジェクトアクセスプロトコル(SOAP)、ウェブサービス記述言語(WSDL)、XML スキーマ定義言語(XSD)などが含まれます。さまざ

まなプラットフォームで動作する幅広い開発ツールが、ウェブサービスをサポートしています。 

多くのウェブサービスと同様に、PayPal SOAP はクライアント側のスキーマ、サーバー側のスキーマ、ハードウェアサーバー、ソフトウ

ェアサーバー、およびコアサービスの組み合わせになります。 

図 1. PayPal SOAP の概略図 

 

オブジェクト指向の処理モデルでは、SOAP リクエスト・レスポンスのインターフェースは使用しているアプリケーションに固有の言語

で記述されたオブジェクトになります。サードパーティ SOAP クライアントは、PayPal SOAP メッセージの構造、メッセージの内容、

および PayPal API サービスのバインディングが指定された PayPal提供のWSDL ファイルと XSD ファイルからビジネスオブジェ

クトインターフェースおよびネットワークスタブを生成します。ビジネスアプリケーションは、オブジェクトメソッドを呼び出してデータを送

受信するために、オブジェクトプロパティの形式でデータを処理します。SOAP クライアントは、SOAP リクエストの構築、PayPal サ

ービスへの SOAP リクエストの送信、およびオブジェクトへのレスポンスの逆変換の詳細を処理します。 

PayPal WSDL/XSD スキーマ定義 

PayPal Web サービス API を使用してアプリケーションを開発するには、PayPal Web サービススキーマとその基礎となる eBay

ビジネス言語(eBL)ベースコンポーネントおよびコアコンポーネントが必要となります。WSDL ファイルと XSD ファイルの場所を以

下に示します。 



表 1. PayPal のWSDL ファイルと XSD ファイルの場所 

PayPal Sandbox API サービスでの開発とテスト  

PayPal スキーマ  https://www.sandbox.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl  

eBL ベースコンポ

ーネントおよびコン

ポーネントタイプ  

https://www.sandbox.paypal.com/wsdl/eBLBaseComponents.xsd 

https://www.sandbox.paypal.com/wsdl/CoreComponentTypes.xsd  

本番 PayPal Web サービス API サービスでの実稼働  

PayPal スキーマ  https://www.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl  

eBL ベースコンポ

ーネントおよびコン

ポーネントタイプ  

http://www.paypal.com/wsdl/eBLBaseComponents.xsd 

http://www.paypal.com/wsdl/CoreComponentTypes.xsd  

PayPal SOAP API の定義 

PayPal SOAP API は、特定の業務向けの個々の API定義で構成されています。API では、eBay ビジネス言語(eBL)ベー

スコンポーネントおよびコアコンポーネントを基盤として使用しています。eBL の基本構造 AbstractRequestType と

AbstractResponseType は、各 PayPal API の SOAP リクエストと SOAP スポンスのベースとなります。

AbstractResponseType は、すべての PayPal API に共通したエラーメッセージのフレームワークにもなります。 

PayPal が決定した一部のスキーマ設計は、企業が独自のアプリケーションを設計する方法に影響を与える可能性があります。 

 列挙: PayPal API スキーマで直接定義されます。  

 トラブルシューティング情報: PayPal API から、エラーの発生原因となった要素に関する情報が返されます。  

 下位互換性: PayPal API はバージョン管理されているため、サーバー側のスキーマに新しい要素が導入された場合

でも、ビジネスアプリケーションの下位互換性が確保されます。  

https://www.sandbox.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl
https://www.sandbox.paypal.com/wsdl/eBLBaseComponents.xsd
https://www.sandbox.paypal.com/wsdl/CoreComponentTypes.xsd
https://www.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl
http://www.paypal.com/wsdl/eBLBaseComponents.xsd
http://www.paypal.com/wsdl/CoreComponentTypes.xsd


注: eBL では、オークションの処理に専用の構造が多数定義されています。PayPal の SOAP スキーマには、eBay の SOAP

との互換性を維持するために、また今後実現される可能性のある eBay と PayPal での SOAP の共用に対応するために、これ

らの定義が含まれています。本資料では、PayPal SOAP API の使用に関する SOAP定義に限定して説明します。  

セキュリティ 

PayPal SOAP API サービスは、承認された PayPal メンバーしか使用できないように保護されています。セキュリティには、以下

の 4 つのレベルがあります。 

1. 必須の API ユーザー名( Username フィールド)および API パスワード( Password フィールド)。  

2. 3番目の必須の認証メカニズム(以下のいずれか)  

o PayPal で発行された API証明書 PayPal で発行された API証明書を使用したクライアント側リクエスト

の署名  

o リクエストに含まれた API署名を使用したリクエスト認証( Signature フィールド)  

3. 他のアカウントに代わって API コールを実行するためのオプションのサードパーティ承認(オプションの Subject フィール

ド)。  

4. TLS (Transport Layer Security)によるデータ伝送。  

これらのレベルのいずれかでセキュリティの認証に失敗すると、PayPal SOAP API サービスへのアクセスが拒否されます。 

SOAP RequesterCredentials: Username、Password、Signature、

Subject 

ビジネスの安全を保証するために、PayPal では、マーチャントまたはサードパーティ開発者が取引を開始する前に、取引を開始

することが許可されているかどうかを検証しなければなりません。PayPalは、リクエストごとに認証を行っています。リクエストを認証

できない場合は、SOAP セキュリティ違反が返されます。 

API ユーザー名と API パスワードの組み合わせを渡す場合は、SOAP クライアントの SOAP リクエストヘッダーで Username

要素と Password 要素を設定する必要があります。また、 Signature 要素または Subject 要素を設定して、API署名文

字列またはオプションのサードパーティアカウントのメールアドレスを認証用に指定することもできます。 

以下に、 RequesterCredentials 要素の一部を示します。 

これらの要素は、すべての SOAP リクエストで必須です。 

<SOAP-ENV:Header> 

<RequesterCredentials xmlns="urn:ebay:api:PayPalAPI" xsi:type="ebl:CustomSecurityHeade

rType"> 

https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/api/apiCredentials/


<Credentials xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents" xsi:type="ebl:UserIdPasswordType

"> 

<Username>api_username</Username> 

<Password>api_password</Password> 

<Signature>api_signature</Signature> 

<Subject>authorizing_account_emailaddress</Subject> 

</Credentials> 

</RequesterCredentials> 

</SOAP-ENV:Header> 

表 2. SOAP ヘッダー内の RequesterCredentials認証要素 

要素  値  説明  

< Username > api_username   API ユーザー名。PayPal SOAP API を使用するためのデジタル証明書を申

請すると、PayPal で自動生成されます。この値を確認するには、

https://www.paypal.com/ の[個人設定]で[API アクセス] > [API 証

明書情報]の順に選択します。  

<Password>   api_password   API パスワード。PayPal SOAP API を使用するためのデジタル証明書の申

請時に指定します。  

<Signature>   api_signature   API署名 API署名(API証明書の代わりに使用する場合)  

< Subject > authorizing_  

account_  

emailaddress   

サードパーティに代わって PayPal SOAP API にリクエストを送信している場合

のサードパーティのメールアドレス。API ユーザー名には、特定の PayPal API リ

クエストを実行するための許可が該当するサードパーティから付与されていなけ

ればなりません。  

https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/api/apiCredentials/
https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/api/apiCredentials/
https://www.paypal.com/
https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/api/apiCredentials/
https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/api/apiCredentials/
https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/api/apiCredentials/


SOAP サービスのエンドポイント 

選択した認証メカニズムに応じて異なるサービスエンドポイントで SOAP リクエストを処理する必要があります。 

表 3. SOAP サービスエンドポイント 

認証メカニズム  実稼働エンドポイント  テスト(Sandbox)エンドポイント  

API署名  https://api-3t.paypal.com/2.0/  https://api-3t.sandbox.paypal.com/2.0/  

API証明書  https://api.paypal.com/2.0/  https://api.sandbox.paypal.com/2.0/  

SOAP リクエストエンベロープ 

PayPal SOAP リクエストエンベロープの内容を以下の図に示します。 

すべての PayPal APIは、2 つの基本構造の AbstractRequestType および AbstractResponseType に基づいていま

す。 

図 2. SOAP リクエストエンベロープの図 

 



 

 

リクエストの構造 

以下の注釈付きの SOAP リクエストの構造の記述は、PayPal SOAP API が必要とする要素を示します。 

PayPal API SOAP リクエストの一般的な構造 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi= "  http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 



xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

><SOAP-ENV:Header> 

<RequesterCredentials xmlns="urn:ebay:api:PayPalAPI"> 

<Credentials xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> 

<Username>api_username</Username> 

<Password>api_password</Password> 

<Signature/> 

<Subject/> 

</Credentials> 

</RequesterCredentials> 

</SOAP-ENV:Header> 

<SOAP-ENV:Body> 

<specific_api_name_Req xmlns="urn:ebay:api:PayPalAPI"> 

<specific_api_name_Request> 

<Version xmlns=urn:ebay:apis:eBLBaseComponents">service_version 

</Version> 

<required_or_optional_fields xsi:type="some_type_here">    d

ata 

</required_or_optional_fields> 

</specific_api_name_Request> 

</specific_api_name_Req> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 



表 4. 一般的な SOAP リクエストの注釈 

行  コメント  

12、

13  

<Username> フィールドと <Password> フィールドは PayPal SOAP API  <RequesterCredentials> セキュ

リティ認証メカニズムの一部であり、すべての SOAP リクエストのヘッダーに構築する必要があります。   

14  使用している API信用証明書のタイプが API署名の場合は、 <Signature> 要素に API署名文字列を挿入する

必要があります。  

15  <Subject> 要素には、サードパーティに代わってこのリクエストを実行することが許可されている場合に該当するサード

パーティの PayPal アカウントを指定できます。  

19～

27  

すべての PayPal API の SOAP リクエストは、この要素命名パターンにしたがっています。API に固有の名前に Req

を付加し、この要素内で specific_api_name_ Request をネスト化します。specific_api_name_ Request

ごとに、対応する specific_api_name_ RequestType があります。  

22  各 SOAP リクエストで PayPal SOAP API のバージョン番号が必要となります。このバージョン番号は、 ns:version

の値になります。 https://www.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl.  

24  特定のリクエストに必須の要素と値およびオプションの要素と値について詳しくは、個々の API の説明を参照してくださ

い。  

SOAP メッセージスタイル: doc-literal 

PayPalは rpc-encoding ではなく、 doc-literal  SOAP メッセージングを使用しています。 doc-literal では、単一のサービ

スインターフェースコールにより、XML ドキュメントがリクエストに挿入された状態で PayPal API サーバーに渡されます。この後、

サーバーから XML ドキュメントインスタンスを含むレスポンスが返されます。 

レスポンスの構造 

https://www.paypal.com/wsdl/PayPalSvc.wsdl


PayPal API からの SOAP レスポンスの構造を注釈付きで以下に示します(レスポンスが Success の場合)。 

<?xml version="1.0"?> 

<SOAP-ENV:Envelope 

xmlns:SOAP-ENV= "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:cc="urn:ebay:apis:CoreComponentTypes" 

xmlns:wsu="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/07/utility" 

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion" 

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 

xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext" 

xmlns:ebl="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents" 

xmlns:ns="urn:ebay:api:PayPalAPI"> 

<SOAP-ENV:Header> 

<Security 

xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext" 

xsi:type="wsse:SecurityType" 

/> 

<RequesterCredentials xmlns="urn:ebay:api:PayPalAPI" 

xsi:type="ebl:CustomSecurityHeaderType"> 

<Credentials 

xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents" 

xsi:type="ebl:UserIdPasswordType" 



/> 

</RequesterCredentials> 

</SOAP-ENV:Header> 

<SOAP-ENV:Body id="_0"> 

<specific_api_name_Response xmlns="urn:ebay:api:PayPalAPI"> 

<Timestamp xmlns="urn:ebay:api:PayPalAPI">      dateTime_i

n_UTC/GMT 

</TIMESTAMP> 

<Ack xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents">Success</Ack> 

<Version xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> 

serviceVersion 

</Version> 

<CorrelationId xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> 

applicationCorrelation 

</CorrelationID> 

<Build xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> 

api_build_number 

</Build> 

<elements_for_specific_api_response>       data 

</elements_for_specific_api_response> 

</specific_api_name_Response> 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

表 5. 一般的な SOAP レスポンスの注釈 



行  コメント  

22 およ

び 31  

specific_api_name_ Response の開始要素および終了要素。  

23  各 API レスポンスには、UTC/GMT形式の日時でタイムスタンプが付いています。  

24  対応するリクエストが正常に処理されると、 <Ack> 要素に文字列 Success が挿入されます。エラーが発生した場

合は、Ack が Success 以外の値に設定され、エラー原因のトラブルシューティングに役立つ情報が示された

<Errors> 要素がレスポンスの本文に含まれます。エラーレスポンスを参照してください。  

26  <CorrelationID> 要素には、リクエストを処理した PayPal アプリケーションに関する情報が示されます。リクエスト

のいずれかで発生した問題に対してトラブルシューティングを実施する必要がある場合は、この要素の値を使用してく

ださい。  

27～

30  

それぞれの PayPal API では、レスポンスの定義に応じて異なる構造が返されます。詳細については、個々の API

の説明を参照してください。  

注: あるフィールドが API レスポンスの正規の構造で定義されている場合でも、そのフィールドが必ずしも返されるわけ

ではありません。このフィールドに対応するデータを PayPal が記録している場合に限り、レスポンスでデータが返されま

す。  

エラーレスポンス 

リクエストに形式の誤りがある場合またはそれ以外の何らかのエラーが含まれている場合は、エラー原因のトラブルシューティングに

役立つ <Errors> 要素がその他の要素とともに SOAP レスポンスの本文に含まれます。  

エラーメッセージの構造は以下のとおりです。 

 

https://developer.paypal.com/webapps/developer/docs/classic/api/PayPalSOAPAPIArchitecture/#id09C4BH00AY4


 

 

このような追加要素のうち、重要性の高いものを以下に示します。 

 ShortMessage   

 LongMessage   

 ErrorCode   

追加情報を ErrorParametersType の一部として表示できます。たとえば、 ParamID のエラーが ProcessorResponse

の場合、 Value には 0091 のようにプロセッサ特有のエラーが含まれます。 ErrorParametersType の値は、PayPal が設定

するのではなく、発信元から渡されます。 

注: PayPal は、 ErrorParametersType で選択された値を渡すだけです。  

API ユーザー名と API パスワードが PayPal に記録されている正規の API ユーザー名と API パスワードに一致しない場合のエ

ラー応答の例を以下に示します。 

SOAP エラー応答の例: 不正なユーザー名とパスワード 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV: Envelope details  not  shown > 

<S OAP-ENV:Header>... details not shown.</SOAP-ENV:Header> 

<SOAP-ENV:Body id="_0"> 

<GetTransactionDetailsResponse xmlns="urn:ebay:api:PayPalAPI"> 

<Timestamp xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> 

2005-02-09T21:51:26Z 

</Timestamp> 

<Ack xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> Failure</Ack> 

<Errors 



xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents" 

xsi:type="ebl:ErrorType"> 

<ShortMessage xsi:type="xs:string"> 

Authentication/Authorization Failed 

</ShortMessage> 

<LongMessage xsi:type="xs:string"> 

Username/Password is incorrect 

</LongMessage> 

<ErrorCode xsi:type="xs:token">10002</ErrorCode> 

<SeverityCode xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> 

Error      </SeverityCode> 

</Errors> 

<CorrelationID xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> 

debugging_info 

</CorrelationID> 

<Version xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents"> 

1.000000 

</Version> 

<Build xmlns="urn:ebay:apis:eBLBaseComponents">1.0006</Build>  ..    other elements in response. 

</SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

PayPal に問題を報告するための CorrelationID 

CorrelationID で返された値は、発生したエラーの原因を PayPal が正確に突き止めるための重要な情報となります。リクエス

トで発生した問題に対してトラブルシューティングを実施する必要がある場合は、PayPal に報告できるように CorrelationID

の値を記録しておいてください。 



UTF-8文字エンコーディング 

PayPal API では、リクエストに含まれるすべてのデータが Unicode、具体的に述べると Unicode(または UCS) 

Transformation Format の 8 ビットエンコーディング形式(UTF-8)であることが前提となります。 

レスポンスのデータは常に UTF-8 で返されます。 

日付・時刻の形式 

PayPal SOAP API スキーマでは、ISO 8601形式と ns: dateTime 型を使用して日付・時刻の値が協定世界時

(UTC/GMT)で定義されています。 

たとえば、日付･時刻スタンプは 2006-08-24T05:38:48Z のようになります。 

通貨金額の基本データ型 

通貨金額の基本データ型は BasicAmountType という名前で、 string から派生します。すべての通貨の金額フィールドは

以下の構造を持ちます。 

1. currencyID 属性が必要となります。  

2. 小数点第 2位まで表示する必要があります。  

3. 小数点の区切り文字としてピリオド(.)を使用する必要があります。  

4. 桁区切り記号を使用することはできません。  

5. BasicAmountType のデータ型は ebl:CurrencyCodeType になります。このデータ型では、多数の異なる通貨

コードが定義されています。ただし、処理を成功させるため、currencyCode を有効な通貨コードに設定する必要があります。

API の中には、一部の通貨しかサポートしていないものもあります。  

例を以下に示します。( Amount というフィールド名は例であり、実際のものではありません。実際のフィールド名は、API ごとに

異なります)。 

<Amount currencyID="currencyCode">3.00</Amount> 

 


