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アプリケーションフレームワークとは 
 

1. 狭義な意味では、固有のOS上で動作するアプ
リケーションの標準構造を実装するのに使用
される、共通クラスやコントロールなどのラ
イブラリの集合です。 

2. 広義な意味では、コーディング基準や画面デ
ザイン、標準画面フローなどのシステム設計
基準などが含まれます。 

 

 

 



Trust Web Application Framework
が提供する3つの利点 

•フレームワークが規定する機能を前提にした設計を行う事により設計
フェーズの生産性が高まります 

•O/Rマッピングツールによるデータアクセスコード及びエンティティが
自動生成されるため、データアクセス部分のコーディングを標準化する
とともに、項目名の記述ミス等が削減されます 

生産性向上 

•標準チェック機能付きカスタムコントロール、及び標準的な振る舞いが
フレームワークにより提供されるため、当該部分の単体テストを省略で
きます 

•再利用頻度の高い部品が、ユーザコントロールとして用意されています
ので、オウンコーディングが減ることにより品質の向上が見込めます 

品質向上 

•開発工程においては独自実装コードの削減により、開発工数が削減でき
ます 

•フレームワークの機能の他にも、ナビゲーション、ロール制御等といっ
た運用支援機能が標準実装されている事で実質的な工数が削減されます 

コスト削減 



本フレームワークの特徴 

 本フレームワークは、Webフォームベースのアプ
リケーションフレームワークでMVCべースのフ
レーム ワークではありません。したがって、java
系技術者を活用して.Netでシステム構築するケース
よりもVB系技術者 （イベント駆動単位に処理を実
装していく）を活用してwebシステムを開発する
ケースに向いています。  

 また、用意された入力用カスタムコントロールも従
来のクライアント・サーバー型のアプリケーション
の入力 方式に合わせるように設計されていますの
で、社内イントラ開発に向いています。  



製品説明 

製品名 適用システム 開発言語 バージョン 

TAF 
(Trust Web Application 
Framework) 

Webアプリケーション Visual Basic 
※業務アプリは 
Visual Basic, 
Visual C#どちら
でも開発可能） 

V1.1 



動作環境 
サーバー クライアント 

OS Windows Server 2008 Windows Vista 

Windows Server 2008 R2 Windows 7 

Windows Server 2012 Windows 8 

Windows Server 2012 R2 Windows 8.1 

フレームワーク .Net Frame Work 4.5 .Net Frame Work 4.5 

Webサーバー InterNet Information 
Service（IIS) 7.0、
7.5,8.0,8.5 

データベース MS-SQL Server 2008以上 

開発ツール Visual Studio .Net 2013 

推奨帳票ツール （ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾃｨ株式会社） ActiveReports 

推奨Gridﾂｰﾙ True WebGrid For .NET 



類似コードは書かない, 
変化に対応できる開発を目指す 

従来の開発 アプリケーションフレムワー
クを使用した開発 

個別 

アプリ 

共通クラス
ライブラリ 

個別 

アプリ 個別 

アプリ 

GUI共通 

部品 

共通クラス
ライブラリ 

入力画面の
標準的な振
る舞い 

画面テンプ
レート 



効果の期待できる工程 

•フレームワークが
提供する機能を想
定した設計を行う 

論理設計 

•フレームワークが
規定している仕様
に沿って詳細設計
を行う 

物理設計 
•フレームワークが
提供する機能につ
いてはコーディン
グ、及び試験は不
要 

実装・試験 



イントラシステム向けキー入力やコント
ロール設計 

 入力コントロール間のカーソル移動は、TAB

キーだけでなく、エンターキーでも行えるよう
になっています。 

 スピーディな入力を可能にするため、日付コン
トロールは年、月、日とフィールドを分割せず
に単一コントロールで入力＆編集＆チェックを
行うように設計されています。 

 日付の年月日を個別入力するコントロール 

日付の年月日入力を一つにまとめたコントロール 20110511   ロストフォーカス時→ 2011/05/11 
2011/5/11   ロストフォーカス時→ 2011/05/11 



業務画面の標準デザインを提供するﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 

メッセージ表示エリア 

業務画面デザインエリア 

トップメニューバー 

ユーザ情報表示エリア 

補助情報表示エリア 

標準ボタン表示エリア 



アプリケーションフレームワーク 
標準ライブラリ+運用支援機能 

標準ライブラリ 運用支援機能 

カスタムコントロールライブラリ 
・イントラシステム向けに拡張された各種入出力コント
ロールの集まり 

ロール制御設定機能 
・ロールによりメニュー項目の表示・非表示、個別画面
項目の表示・非表示、及び入力可否の設定を行うことが
可能 

データアクセスライブラリ 
・O/Rマッピングツールで自動生成された各個別テーブ
ルのエンティティとそのアクセスライブラリ 

構成情報管理機能 
・構成情報をDBで管理し、サーバーが稼働中でも動的変
更を行うことが可能 

標準関数ライブラリ 
・アプリケーション開発で使用される標準関数ライブラ
リ 

ナビゲーション設定機能 
・メニューの設定や対応する起動画面の属性設定をきめ
細かく設定することが可能 

ユーザコントロール 
・キー入力を行うと名称が取得できたり、ファイルアッ
プロードを行う、ユーザコントロールといった部品ライ
ブラリ 

システムメンテナンス情報設定機能 
・本番稼働中の画面に対して、メンテナンス時の予告
メッセージ表示や、強制ログアウト制御を行う事が可能 

画面テンプレート 
・入力画面の標準的な振る舞いが実装された、業務標準
テンプレートやポップアップ用テンプレートといった画
面テンプレート類 

ログ出力機能 
・監査ログ（どのユーザがどの画面にアクセスして、ど
のボタンを押下したか）の取得が可能 

・アプリケーションに障害が発生したときに、自動的に
ログに出力することが可能 



アプリケーションフレームワークを使用し
た開発体制とそれぞれのメリット 

顧客 

弊社 
（フレームワー
クの導入支援、
カスタマイズ） 

業務開発 

システム 

会社 

•システム開発期間やコス
トを削減できる 顧客 

•Web系開発を得意としな
い会社でも開発を行うこ
とができる 

•業務開発に集中できる 

業務開発 

ｼｽﾃﾑ会社 

•自社技術を活用でき、さ
らにブラッシュアップす
ることができる 

弊社 



アプリケーションフレームワークを取り入
れた開発スタイル（アジャイル開発手法） 

打ち合わせ 

検討 

実装＆試験 評価 

開発環境へ 

リリース 



開発時のリソースの配布方法 

 基本的には1～2週間単位でリリースを行う 

 リリースは弊社サーバー上のSVNサーバーにより適宜
行われ、各開発チームは最新リソースをダウンロードし
ローカル開発環境への展開を行う。 



標準提供するリソース一覧 
リソース名 内容 リソース区分 

システム共通パッケージクラス 標準関数ライブラリ（ここはカスタマイズが発生し
ます） 

ソース 

ＷｅｂＵＩパッケージクラス カスタムコントロールライブラリ DLL 

DataAccessパッケージクラス 自動生成されたエンティティやデータアクセスクラ
ス及びデータアクセス関連標準関数ライブラリ 

ソース 

運用支援機能 運用支援機能一式 DLL 

基本フレームワーク ユーザコントロール、CSS、JAVASCRIPT、共通エ
ラーメッセージ画面等フレーム関連リソース一式 

ソース, 
一部DLL 

O/Rマッピングツール テーブル定義を行ったり、エンティティやデータア
クセスクラスを自動生成するプログラム 

モジュール 

各種標準化資料 コーディング標準(Vb.net、PL-SQL） PDF 

各種クラス仕様書 「システム共通パッケージ」「WebUIパッケー
ジ」「DataAccessパッケージ」などのクラス仕様
書 

PDF 

フレームワークアプリケーショ
ン作成ガイド 

フレームワークを使用したアプリケーションを作成
するためのガイド 

PDF 


