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以下の内容は、V29（U18121 適用時以降）に限定される記事です。 

旧 記 事 
 

getjsp（JSPファイルの取得） 

コマンド名 

getjsp 

機能 

セションに関係なく JSPファイルを取得します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

必ず指定します． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，「list.jsp」ファイルを取得します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjsp&jsp=list.jsp 

getjspinsession（JSPファイルの取得） 



コマンド名 

getjspinsession 

機能 

セションが有効な場合で限定する場合，JSPファイルを取得します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

必ず指定してください． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続していない場合は，JSPファイルを取得できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，「list.jsp」ファイルを取得します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjspinsession&jsp=list.jsp 

getkeepfolder（保管フォルダの一覧の表示） 

コマンド名 

getkeepfolder 

機能 

保管フォルダの一覧を表示します． 

パラメタの説明 



jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

refresh 

リスト管理サーバから保管フォルダ一覧を再取得するかどうかを指定します． 

省略可能です．省略すると「yes」が指定されたものとみなします． 

yes 取得する 

no 取得しない 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続していない場合は，保管フォルダの一覧を表示できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，保管フォルダの一覧を表示するために「folderlist.jsp」を要求します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeepfolder&jsp=folderlist.jsp 

getkeeplist（帳票一覧の表示） 

コマンド名 

getkeeplist 

機能 

帳票一覧を表示します． 

パラメタの説明 

keeptreeno 



保管フォルダの番号を指定します． 

必ず指定してください． 

keepliststartno 

帳票一覧に表示する先頭の帳票番号を指定します． 

必ず指定してください． 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧を表示しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧を表示していない場合は，帳票一覧を表示できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，保管フォルダの番号[1]の帳票一覧で帳票番号[1]を先頭にして表示させるために

「sheetlist.jsp」ファイルを要求します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeeplist&keeptreeno=1&keepliststartno=1&jsp=

sheetlist.jsp 

listbrowser（帳票の表示） 

コマンド名 

listbrowser 

機能 

帳票を表示します． 

パラメタの説明 



keepsheetno 

表示中の帳票一覧における帳票番号を指定します． 

必ず指定してください． 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧の表示，帳票一覧の表示をしておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧の表示，帳票一覧の表示をしていない場合は，帳票を表示できませ

ん． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，表示中の帳票一覧における帳票番号「1」の帳票を，表示するために「browse.jsp」

ファイルを要求します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listbrowser&keepsheetno=1& jsp=browse.jsp 

listprint（帳票の印刷） 

コマンド名 

listprint 

機能 

帳票を印刷します． 

パラメタの説明 

keepsheetno 



表示中の帳票一覧における帳票番号を指定します． 

必ず指定してください． 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧の表示，帳票一覧の表示をしておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧の表示，帳票一覧の表示をしていない場合は，帳票を印刷できませ

ん． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，表示中の帳票一覧における帳票番号「1」の帳票を，印刷するために「print.jsp」フ

ァイルを要求します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listprint&keepsheetno=1&jsp= print.jsp 

login（リスト管理サーバへの接続） 

コマンド名 

login 

機能 

リスト管理サーバに接続します． 

パラメタの説明 

userid 

接続するユーザ IDを指定します． 



必ず指定してください．文字列は，半角で 36文字以内で指定します． 

password 

ユーザ IDに対応したパスワードを指定します． 

パスワードは，半角で 14文字以内で指定します． 

必ず指定してください． 

servername 

"listworks"と指定します． 

必ず指定してください． 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，リスト管理サーバにユーザ ID 「user-A 」，パスワード「psssword」で接続して，

「list.jsp」ファイルを要求します． 

 

WWWサーバ「WebServer」経由で，リスト管理サーバにユーザ ID「user-A」，パスワードなしで接続して，「list.jsp」

ファイルを要求します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=& 

servername=listworks&jsp=list.jsp 

logout（リスト管理サーバからの切断） 

コマンド名 

logout 



機能 

リスト管理サーバから切断します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続していない場合は，リスト管理サーバから切断できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，リスト管理サーバから切断して「logout.jsp」ファイルを要求します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=logout&jsp=logout.jsp 

openframe（一覧の表示） 

コマンド名 

openframe 

機能 

一覧を表示します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 



省略可能です．省略すると何も表示されません． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続していない場合は，一覧を表示できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，一覧を表示するために「list.jsp」ファイルを要求します． 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=openframe&jsp=list.jsp 

 



 

新 記 事 

 

getjsp（JSPファイルの取得） 

コマンド名 

getjsp 

機能 

セションに関係なく JSPファイルを取得します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

必ず指定します． 

messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，「list.jsp」ファイルを取得します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjsp&jsp=list.jsp 

アプレットを使用しない場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjsp&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/messa

ge.jsp 



getjspinsession（JSPファイルの取得） 

コマンド名 

getjspinsession 

機能 

セションが有効な場合で限定する場合，JSPファイルを取得します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

必ず指定してください． 

messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続していない場合は，JSPファイルを取得できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，「list.jsp」ファイルを取得します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjspinsession&jsp=list.jsp 

アプレットを使用しない場合 



http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getjspinsession&jsp=form/list.jsp&messagejsp=for

m/message.jsp 

getkeepfolder（保管フォルダの一覧の表示） 

コマンド名 

getkeepfolder 

機能 

保管フォルダの一覧を表示します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

refresh 

リスト管理サーバから保管フォルダ一覧を再取得するかどうかを指定します． 

省略可能です．省略すると「yes」が指定されたものとみなします． 

yes 取得する 

no 取得しない 

messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続していない場合は，保管フォルダの一覧を表示できません． 



使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，保管フォルダの一覧を表示するために「folderlist.jsp」を要求します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeepfolder&jsp=folderlist.jsp 

アプレットを使用しない場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeepfolder&jsp=form/folderlist.jsp&messagejsp

=form/message.jsp 

getkeeplist（帳票一覧の表示） 

コマンド名 

getkeeplist 

機能 

帳票一覧を表示します． 

パラメタの説明 

keeptreeno 

保管フォルダの番号を指定します． 

必ず指定してください． 

keepliststartno 

帳票一覧に表示する先頭の帳票番号を指定します． 

必ず指定してください． 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 



messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧を表示しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧を表示していない場合は，帳票一覧を表示できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，保管フォルダの番号[1]の帳票一覧で帳票番号[1]を先頭にして表示させるために

「sheetlist.jsp」ファイルを要求します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeeplist&keeptreeno=1&keepliststartno=1&jsp=

sheetlist.jsp 

アプレットを使用しない場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=getkeeplist&keeptreeno=1&keepliststartno=1&jsp=

form/sheetlist.jsp&messagejsp=form/message.jsp 

listbrowser（帳票の表示） 

コマンド名 

listbrowser 

機能 

帳票を表示します． 

パラメタの説明 



keepsheetno 

表示中の帳票一覧における帳票番号を指定します． 

必ず指定してください． 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧の表示，帳票一覧の表示をしておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧の表示，帳票一覧の表示をしていない場合は，帳票を表示できませ

ん． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，表示中の帳票一覧における帳票番号「1」の帳票を，表示するために「browse.jsp」

ファイルを要求します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listbrowser&keepsheetno=1&jsp=browse.jsp 

アプレットを使用しない場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listbrowser&keepsheetno=1&jsp=form/browse.jsp

&messagejsp=form/message.jsp 

listprint（帳票の印刷） 



コマンド名 

listprint 

機能 

帳票を印刷します． 

パラメタの説明 

keepsheetno 

表示中の帳票一覧における帳票番号を指定します． 

必ず指定してください． 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧の表示，帳票一覧の表示をしておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続し，保管フォルダの一覧の表示，帳票一覧の表示をしていない場合は，帳票を印刷できませ

ん． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，表示中の帳票一覧における帳票番号「1」の帳票を，印刷するために「print.jsp」フ

ァイルを要求します． 

アプレットを使用する場合 



http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listprint&keepsheetno=1&jsp=print.jsp 

アプレットを使用しない場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=listprint&keepsheetno=1&jsp=form/print.jsp&mess

agejsp=form/message.jsp 

login（リスト管理サーバへの接続） 

コマンド名 

login 

機能 

リスト管理サーバに接続します． 

パラメタの説明 

userid 

接続するユーザ IDを指定します． 

必ず指定してください．文字列は，半角で 36文字以内で指定します． 

password 

ユーザ IDに対応したパスワードを指定します． 

パスワードは，半角で 14文字以内で指定します． 

必ず指定してください． 

servername 

"listworks"と指定します． 

必ず指定してください． 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 



messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，リスト管理サーバにユーザ ID 「user-A 」，パスワード「psssword」で接続して，

「list.jsp」ファイルを要求します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=password&servern

ame=listworks&jsp=list.jsp 

アプレットを使用しない場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=password&servern

ame=listworks&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/message.jsp 

WWWサーバ「WebServer」経由で，リスト管理サーバにユーザ ID「user-A」，パスワードなしで接続して，「list.jsp」

ファイルを要求します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=&servername=list

works&jsp=list.jsp 

アプレットを使用しない場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=login&userid=user-A&password=&servername=list

works&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/message.jsp 

logout（リスト管理サーバからの切断） 



コマンド名 

logout 

機能 

リスト管理サーバから切断します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続していない場合は，リスト管理サーバから切断できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，リスト管理サーバから切断して「logout.jsp」ファイルを要求します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=logout&jsp=logout.jsp 

アプレットを使用しない場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=logout&jsp=form/logout.jsp&messagejsp=form/me

ssage.jsp 



openframe（一覧の表示） 

コマンド名 

openframe 

機能 

一覧を表示します． 

パラメタの説明 

jsp 

復帰する JSPファイル名を指定します． 

省略可能です．省略すると何も表示されません． 

messagejsp 

form/message.jspを指定します． 

アプレットを使用しない場合，必ず指定してください． 

注意 

• あらかじめリスト管理サーバに接続しておく必要があります． 

• リスト管理サーバに接続していない場合は，一覧を表示できません． 

使用例 

WWWサーバ「WebServer」経由で，一覧を表示するために「list.jsp」ファイルを要求します． 

アプレットを使用する場合 

http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=openframe&jsp=list.jsp 

アプレットを使用しない場合 



http://WebServer/listworks/servlet/ListGateway?command=openframe&jsp=form/list.jsp&messagejsp=form/m

essage.jsp 

 
 
修正箇所（章節項）：3.5.1 自動認証          

以下の内容は、V29（U18121適用時以降）に限定される記事です。 

旧 記 事 
 

 

上記の.jspファイルを用いることで，自動認証機能を利用することができます． 

以下に示す手順に従い，jsp/sample/LoginSample4.jspファイルを編集してください． 

 

1. ログイン時に使用するプロフィール名を，(1)に示す二重引用符内に記述します． 

2. 1．で使用するプロフィールに該当するパスワードを，(2)に示す二重引用符内に記述します． 

3. Webブラウザで，URLに以下のとおり指定します． 

 

 



 

新 記 事 

 

 

上記の.jspファイルを用いることで，自動認証機能を利用することができます． 

以下に示す手順に従い，jsp/sample/LoginSample4.jspファイルを編集してください． 

アプレットを使用するサンプル JSPの例 

 

アプレットを使用しないサンプル JSPの例 

 

1. ログイン時に使用するプロフィール名を，(1)に示す二重引用符内に記述します． 

2. 1．で使用するプロフィールに該当するパスワードを，(2)に示す二重引用符内に記述します． 

3. Webブラウザで，URLに以下のとおり指定します． 



 

 

 
 

以上  
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