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Angular について 
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Angular とは 

• JavaScriptで実装されたフロントエンドWebアプリケー
ションフレームワーク 

• コードはTypeScript*で記述し、実行時にJavaScriptにコン
パイル 

• Googleが提供するオープンソース（MIT） 

• SPA型のシステム構築と相性がよい 

• Angularに対応したライブラリが豊富 

• リッチなUI部品 

• チャート/地図/ガントチャート … 

* TypeScript：Microsoftが開発したJavaScriptの拡張言語 
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Angular対応ライブラリ例 １ 

ngx-bootstrap 
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Angular対応ライブラリ例 ２ 

Material Dashboard 
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Angular対応ライブラリ例 ３ 

Bryntum Gantt & Scheduler  
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Angular対応ライブラリ例 ４ 

Google Maps 

ArcGIS API for JavaScript 
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Angular対応ライブラリ例 5 

NGX-CHARTS9 



SPA（single-page application ） 

について 
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SPA （シングルページアプリケーション ）とは 

• 定義 

• 最初のページだけ通常のWebアプリと同じようにサーバーから
HTMLを取得して表示し、それ以降は、AJAXを利用してデータや
テンプレートを取得しつつ、クライアントサイドで画面を書き換え
たりページ遷移を行うような構成のWebアプリケーション 

 

• メリット 

• サーバ・クライアント間のトラフィック量を軽減可能 

• ネイティブアプリに近い操作性を有するUIを実現可能 

 

• デメリット 

• 初期ローディングに時間がかかる 

• 実装コストが増える 
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これまでの標準的なページ管理の仕組み 

クライアント サーバ 

① 初回リクエスト 

② HTMLページ全体の応答 

③ ページ更新の要求 

データが更新される度に画面全体を更新 

④ HTMLページ全体の応答 
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SPAの仕組み 

クライアント サーバ 

① 初回リクエスト 

② HTMLページ全体の応答 

③ ページ更新は非同期通信で要求 

イベント 

発生 

④ JSON形式のデータで応答 

⑤ JavaScriptで 

 変更を反映 

初回のみ画面全体をロードし、データが
更新されると変更箇所のみ内容を更新 
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SPAで実装されたサイトの事例 

Google Mail 

Twitter 



Magic xpa Web Client 
の仕組み 

 



 
 

15 

Magic xpa WebClient とは 

• クライアント側（Angular） 

• 画面は HTML+CSS で記述 

• ロジックはMagic xpaで記述 

• コンパイル必須 

• サーバ側（Magic Enterprise Server） 

• ロジックはMagic xpaで記述 

処理側 処理種類 実装言語 

クライアント側 

画面 HTML+CSS 

ロジック Magic xpa 

サーバ側 

ロジック Magic xpa 

プロトコル Magic xpa 

暗号化 Magic xpa 

セッション管理 Magic xpa 

ステート管理 Magic xpa 

フォーム検証 Magic xpa 

Magic xpaでの記述はRIAアプ
リと同様にクライアント側
とサーバ側のロジックの区
別は不要 
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Magic xpa Web Client の仕組み 

Magic クライアント実行エンジン 

JavaScript 

Angular Magic 

コンポーネント 

Angular カスタム
コンポーネント* 

Angular プロジェクト 

 

 

Web Server 

 

 

 

 

in-Memory 

Data Grid 

Magic 

Enterprise 

Server 

Database 

IMDG-Based 

Messaging Layer 

Business Logic 

Layer 

クライアント サーバ 

Browser 

*Angular Materialなど （UIコンポーネントライブラリ） 
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Magic xpa Web Client のメリット/デメリット 

• メリット 

• ユーザインタフェース（画面）が自由に設計できる 

• UX/UIの飛躍的向上 

• レスポンシブWEBデザイン* への対応 

• 画面デザインとロジックの分離が可能 

• Javascript/TypeScriptの知識は不要 

• デメリット 

• 生産性/メンテナンス性の低下 

• html/cssの知識とデザインセンスは必須 

• Angularモジュールのコンパイルが必須 

• ソースの多重管理 

 

 

 

結論 Web Client とRIAは使い分け（棲み分け）が必須 

* PC、タブレット、スマフォなど、複数の異なる画面サイズを自動認識し、最適なページのレイアウト・デザインに対応 



Web Client開発 
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Web Client 開発の大まかな流れ 

• Magic xpaでのプログラミング 
• Magic xpaで RIAの要領でアプリケーションを作成 

• GWA*  を利用して画面のレイアウトを生成 

• ＊.css、＊.ts、＊.html の3ファイルが生成される 

• GWAで生成される画面コントロールのプロパティは一部のみ 

• コントロールの位置、大きさ、色などの設定は不可 

• Magic xpa単体でロジックを組込み、動作チェックを行う 
 

• 外部エディタでの画面完成 
• Magic xpa単体で作ったアプリをベースに画面を編集 

• ＊.css と ＊.html を編集（VS Code** 推奨） 
• 画面の仕上げは技術者ではなく、デザイナーが専任するのが理想 

*Generate Web Application：Web Client版APG 

** VS Code ：https://code.visualstudio.com/ 
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GWAで自動生成される画面例 １ 

日付ピッカー 

の付加 
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GWAで自動生成される画面例 ２ 

ナビゲーション 

コントロールの 

付加 

編集可能 

ソート/逆ソート可 

キー有り 
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GWAで自動生成される画面例 ３ 

編集可能 

Modifiable:True 
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サブフォームの拡張機能(SPA対応）1 

Outlet（出力先） 

のマッピング 
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サブフォームの拡張機能(SPA対応）2 

Route name 

Outlet name 
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テーブルコントロールの機能拡張1 

Web Style: 
HTML Table 

Material Design Grid 

Repeatable Items 
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テーブルコントロールの機能拡張2 

Web Style: 

Material Design Grid 

Web Style: 

HTML Table 

Web Style: 

Repeatable Items 
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GWAの概要 

Web Application Settings 

Generate Web Application  

① 

② 

Angularプロジェクトの
格納先（任意） 

スタートプログラム番号 

Angularモジュール 

の生成 

③ 
④ 

保存 
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GWAで生成されるファイル 

Angular 

プロジェクトの
ルート 

Magic xpaの 

プロジェクト
名 

Magic xpaの 

プログラム名 

cssファイル 

htmlファイル 

tsファイル 

/*this is a component css*/ 

.WebClientCustomersProps {} 

 

.Group23Props { 

    border: lightskyblue solid 1px; 

} 

 

.Label12Props { 

    overflow: hidden; 

} 

 

.CustomerIDProps {} 

<form 

    novalidate 

    [formGroup]="screenFormGroup" 

> 

    <div 

        style="display: flex; flex-direction: column" 

        magic="WebClientCustomers" 

        class="WebClientCustomersProps" 

    > 

        <div style="display: flex; flex-direction: row"> 

            <mat-card 

                magic="Group23" 

                class="Group23Props" 

            > 

                <div style="display: flex; flex-direction: row"> 

                    <label 

                        magic="Label12" 

                        class="Label12Props" 

                    > 

                        CustomerID:</label> 

                    <mat-form-field class="CustomerIDProps"> 

                        <div> 

 

import { 

    Component 

} from '@angular/core'; 

import { 

    TaskBaseMagicComponent, 

    magicProviders 

} from "@magic-xpa/angular"; 

@Component({ 

    selector: 'mga-WebClientCustomers', 

    providers: [...magicProviders], 

    styleUrls: 

['./WebClientCustomers.component.css'], 

    templateUrl: 

'./WebClientCustomers.component.html' 

}) export class WebClientCustomers extends 

TaskBaseMagicComponent {} 
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生成 html/CSSファイルとMagic コントロール名 

コントロール名 

Table1 

コントロール名 

ProductID 

*.CSS 

Table1Props 

*.CSS 

ProductIDProps 

*.html 

*.css 
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Web Client のテスト実行 

• サーバ側 

• Magic xpaをバックグラウンドモードで実行 
 

• クライアント側 

• 「コマンドプロンプト」を起動 

• GWAで生成されたディレクトリに移動 

• 以下のコマンドを実行するとブラウザが起動されアプリを表示 

• ng serve –open 



コンテンツ関連参考資料 
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VS Codeによる html と css の編集 
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html+cssで実現可能な部品例：ボタン 

.btn  { display: inline-block;  

           text-decoration: none;  

           background: #87befd;  

           color: #FFF;  

           width: 120px;  

           height: 120px;  

           line-height: 120px;  

           border-radius: 50%;  

           text-align: center;  

           vertical-align: middle;  

           overflow: hidden;  

    transition: .4s;  

} 

 

 .btn :hover{ background: #668ad8; } 

<head> 

<link rel="stylesheet" href=“ test.css "> 

</head> 

 

<a href="#" class="btn“ >BUTTON</a> 

＋ 

test.html 

test.css 

【css の書式】  セレクタ { プロパティ : 値 ；} 
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html+cssで実現可能な部品例：リスト 

ul { 

  padding: 0; 

  position: relative; 

} 

 

ul li { 

  color: black; 

  border-left: solid 8px orange;/*左側の線*/ 

  background: whitesmoke;/*背景色*/ 

  margin-bottom: 5px;/*下のバーとの余白*/ 

  line-height: 1.5; 

  border-radius: 0 15px 15px 0;/*右側の角だけ丸く*/ 

  padding: 0.5em; 

  list-style-type: none!important; 

} 

<head> 

<link rel="stylesheet" href=“ test.css "> 

</head> 

 

<ul> 

  <li>HTML</li> 

  <li>CSS</li> 

  <li>Photoshop</li> 

  <li>Illustrator</li> 

</ul> 

＋ 

test.html 

test.css 
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html+cssで実現可能な部品例：ボックス 

h1{ 

position: relative; 

color: black; 

background: #d0ecff; 

line-height: 1.4; 

padding: 0.25em 0.5em; 

margin: 2em 0 0.5em; 

border-radius: 0 5px 5px 5px; 

} 

 

h1: after {/*タブ*/ 

  position: absolute; 

  content: 'POINT'; 

  background: #2196F3; 

  color: #fff; 

  left: 0px; 

  bottom: 100%; 

  border-radius: 5px 5px 0 0; 

  padding: 3px 7px 1px; 

  font-size: 0.7em; 

  line-height: 1; 

  letter-spacing: 0.05em 

  } 

<head> 

<link rel="stylesheet" href=“ test.css "> 

</head> 

 

 <h1>BOX DESIGN RECIPE</h1> 

＋ 

test.html 

test.css 
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Webアイコンの利用 

• 1000種類以上のSVG* アイコンの利用が可能 

• アイコンサイズを自由に設定 

24px 

48px 

96px 

192px 

*SVG：Scalable Vector Graphics 
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Webフォントの利用 

Google Fonts 



参考サイト 
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html/css 関連有用サイト 

• デザイン・ウェブ制作 
• https://saruwakakun.com/html-css/basic 

• HTMLクイックリファレンス 
• http://www.htmq.com/ 

• サンプルテンプレート 
• https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample 

• WEBアイコン 

• Font Awesome 

• https://origin.fontawesome.com/ 

• WEBフォント 

• 英語 

• Google Fonts 

• https://fonts.google.com/ 

• 日本語 

• フォントプラス（有償） 

• http://webfont.fontplus.jp/ 

• タイプスクウェア（有償） 

• http://typesquare.com/ 

 

 

https://saruwakakun.com/html-css/basic
https://saruwakakun.com/html-css/basic
https://saruwakakun.com/html-css/basic
https://saruwakakun.com/html-css/basic
http://www.htmq.com/
http://www.htmq.com/
https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample
https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample
https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample
https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample
https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample
https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample
https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample
https://saruwakakun.com/html-css/reference/css-sample
https://origin.fontawesome.com/
https://fonts.google.com/
http://webfont.fontplus.jp/
http://typesquare.com/
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Angular 対応のUIライブラリ 

• Angular-Material2 
• https://material.angular.io/ 
 

• ng2-bootstrap 
• https://valor-software.com/ngx-bootstrap/#/ 
 

• ng-lightning 
• http://ng-lightning.github.io/ng-lightning/#/ 

 

• PrimeNG 
• http://www.primefaces.org/primeng/ 
 

• SemanticUI 
• https://ng-semantic.herokuapp.com/#/ 
 

• Angular2-polymer 
• https://vaadin.com/vaadin-documentation-portlet/charts/webcomponents-api/charts-angular2.html 

 

• OnsenUI 
• https://ja.onsen.io/v2/docs/guide/angular2/ 
 

• Ionic 2 
• http://ionic.io/2 
 

• Fuel-UI 
• http://fuelinteractive.github.io/fuel-ui/#/ 
 

• Kendo UI for Angular 2 
• http://www.telerik.com/kendo-angular-ui/ 
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http://www.telerik.com/kendo-angular-ui/


Thank You! 

magicsoftware.com/ja 


