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ビルドプロセスと黒い画面
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ビルドプロセス？
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さまざまなビルド
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手段・目的は増えるばかり
今日ここまで紹介された内容だけでも、

多くの作業を求められている
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アレもコレも
まとめて自動化したい

分散した作業と手間をひとまとめにする
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なぜ自動化なのか？
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繰り返しを減らしたい
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- ヒューマンエラーを繰り返したくない
- 手動コンパイルを繰り返したくない
- CSSで同じ記述を繰り返したくない
- HTTPリクエストを繰り返したくない



すべては
繰り返しの最適化

Don’t Repat Yourself
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http://en.wikipedia.org/wiki/Don't_repeat_yourself
http://en.wikipedia.org/wiki/Don't_repeat_yourself


自動化によって
生まれる時間が大切

目の前の作業を最適化することで
本当に必要なことに時間をつかうことができる
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なぜ黒い画面なのか？
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For Using Valuing Tools

14

- 価値あるツールも、はじめはCLIツール
- GUIツールになるのは、ほんの一握り
- CLIツールは、一瞬で膨大な仕事をする
- 使いこなせば最も効率化できる手段
- 知っていれば、それだけで武器になる



海の向こうのトレンド感
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http://rmurphey.com/blog/2012/04/12/a-baseline-for-front-end-developers/
http://rmurphey.com/blog/2012/04/12/a-baseline-for-front-end-developers/


The Command Line
コマンドライン利用の必要性が
広く認知され始めている
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黒い画面必携時代
が、くるかもしれない
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黒い画面はかっこよくなる！
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まずは設定を開くところから
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For Windows
- Cygwin
- いますぐコマンドプロンプトを捨てて、
Cygwinを使うべき１０+の理由

- Getting grunt to work on windows with 
cygwin and git
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http://www.cygwin.com
http://www.cygwin.com
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Grunt.js
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nodeJSで動くビルドツール
ビルドプロセスの自動化・一元化のほかにも、

ローカル開発環境の構築なども
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Task Based Build Tool
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nodeJS

Grunt

Task Task Task



Task Based Build Tool
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nodeJS

Grunt

Task Task Taskプラグイン部分



Task Based Build Tool
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nodeJS

Grunt

Task Task Task コマンドラインで
実行

Taskの
実行結果を得る

‣ 各種コンパイルの実行
‣ 処理済みファイルの作成
‣ などなど



Grunt.jsの特徴
- http://gruntjs.com
- 設定もプラグインもすべてJavaScript
- 設定部分のJSは簡潔に記述できる
- プラグインが多数公開されている
- エディタに依存せず利用できる
- 設定ファイルがあれば簡単に環境共有できる
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http://gruntjs.com
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開発アクティビティ
- stable 0.3.17 / develop 0.4.0a
- 非常に盛んに更新されている
- 開発コミュニティが広がっている
- jQuery 1.8のビルドツールとして採用
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インストール方法
3ステップで すぐできます
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1. nodeJSのインストーラー
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2. インストーラーを実行
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3. Grunt.jsをインストール
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npm install -g grunt



これで準備OK
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設定ファイルと使い方
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作成ファイル
- grunt.js
- package.json



デモファイル公開中
https://github.com/ahomu/frontrend-

grunt-demo
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https://github.com/ahomu/frontrend-grunt-demo
https://github.com/ahomu/frontrend-grunt-demo
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grunt.js
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メインの設定ファイル



ファイルの結合
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JSとCSSの結合設定
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grunt.initConfig({
    concat: {
      js: {
        src: [
          'js/lib/jquery.js',
          'js/app/main.js',
          'js/app/sub.js'
        ],
        dest: 'js/all.js'
      },
      css: {
        src: ['css/main.css', 'css/sub.css'],
        dest: 'css/all.css'
      }
    },
  }

grunt.js



JavaScriptのビルド
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JavaScriptのビルド設定

module.exports = function(grunt) {
    grunt.initConfig({
      concat: {
        dist: {
          src: ['js/jquery.js', 'js/app/main.js', 'js/app/sub.js'],
          dest: 'js/all.js'
        }
      },
      min: {
       dist: {
          src: 'js/all.js',
          dest: 'js/all.min.js'
        }
      }
    });
    grunt.registerTask('jsbuild', ['concat', 'min']);
  };
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grunt.js
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タスクを複合して指定

// Alias Task
  // grunt.registerTask(taskName, taskList)

  grunt.registerTask('jsbuild', ['concat', 'min']);

concat + min = jsbuild

grunt.js
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`grunt jsbuild`の実行結果

% grunt jsbuild
  # concat タスクが行われて、js/all.js が生成された
  Running "concat:dist" (concat) task
  File "js/all.js" created.

  # さらに min タスクで、圧縮が行われた
  Running "min:dist" (min) task
  File "js/all.min.js" created.
  Uncompressed size: 56545 bytes.
  Compressed size:

  # おしまい
  Done, without errors.

黒い画面
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ファイルの更新検知



ファイルの更新検知とアクション

watch: {
    css: {
      // これらのファイルが更新されたら
      files: ['css/*.less'],
      // 以下のタスクを実行する
      tasks: 'less'
    },
    js: {
      files: ['js/app/*.js', 'index.html'],
      tasks: 'lint concat min'
    }
  }
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grunt.js
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`grunt watch`の実行結果

% grunt watch

  # ファイルの更新監視を開始
  Running "watch" task
  Waiting...OK

  # 検知！
  File "css/main.less" changed.

  # lessタスクが実行されて、コンパイル
  Running "less:dist" (less) task
  File css/main.css created.

黒い画面
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ローカル開発環境
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開発環境として組み合わせた設定

grunt.initConfig({
    /*（前略・これまでのwatchや各タスクの設定）*/
    server: {
      port: 8000, // 静的ローカルサーバを立てるポート
      base: '.'
    },
    reload: {
      port: 35729 // LiveReloadサーバのポート
    },
  });
  // develop タスクとして複合
  grunt.registerTask(
    'develop', ['server', 'reload', 'watch']
  );

grunt.js
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`grunt watch`の実行結果

% grunt devlop

  # localhost:8000を起動
  Running "server" task
  Starting static web server on port 8000.

  # LiveReloadサーバーを起動
  Running "reload" task
  Proxying http://localhost:8000/
  reload server running at http://localhost:35729

  # ファイルの更新を開始
  Running "watch" task
  Waiting..

黒い画面



プラグインの導入
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npmを利用してインストールする



npmって？
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Node Package Manager
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- nodeで動くパッケージが多数登録されている
- npmコマンドを通して利用できる
- Rubyでいうgemとかのイメージ



202のプラグイン
2012/11/07 現在 npm において

`gruntplugin` タグがついたパッケージの数
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これも3ステップで すぐできる
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プラグインの利用方法



gruntjs.comで検索
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http://gruntjs.com
http://gruntjs.com


プラグインをインストール

53

# 見つけたプラグインをnpmでインストール
  % npm install grunt-data-uri

  npm http GET https://registry.npmjs.org/grunt-data-uri
  npm http 200 https://registry.npmjs.org/grunt-data-uri
  npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
  npm http 200 https://registry.npmjs.org/mime
  grunt-data-uri@0.0.1 node_modules/grunt-data-uri
  !"" mime@1.2.7

黒い画面

mailto:grunt-data-uri@0.0.1
mailto:grunt-data-uri@0.0.1
mailto:mime@1.2.7
mailto:mime@1.2.7


プラグインをロード

// grunt.loadNpmTasks(packageName)
  grunt.loadNpmTasks('grunt-data-uri');

  // そのタスクの設定を書き足せばok
  grunt.initConfig({
     dataUri: {
       dist: {
         src: ['css/raw/*.css'],
         dest: 'css'
       }
     }
  });
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grunt.js



package.json

55

環境の共有
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📄 pakcage.jsonを作成


 pakcage.jsonに保存


 設定ファイルを共有する


 pakcage.jsonから復元



// こんなJSONをコピペしてファイル作成
  {
    "name": "ABCプロジェクト",
    "description": "プロジェクト開発環境の定義です",
    "version": "1.0.0",
    "author": "才場　太郎",
    "main": "grunt.js",
    "dependencies": {},
    "optionalDependencies": {
      "grunt": "~0.3.16"
    }
  }
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package.jsonを作成

package.json



package.jsonに保存

# install --saveで
  # プラグインのインストール時に、package.jsonの依存定義に追加
  % npm install --save grunt-xxxxx

  # remove --saveで
  # アンインストールと同時に、package.jsonの依存定義から削除
  % npm remove --save grunt-xxxxx
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黒い画面



設定ファイルを共有する

- grunt.js
- package.json

- 2ファイルあればOK 👍
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package.jsonから復元

# package.jsonがあるディレクトリで実行すると
  # 記録されているプラグインを、その場に自動で復元(インストール)する
  % npm link
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黒い画面



ここまでが設定方法
- grunt.js自体はJavaScriptというより　　　　　　
ごくごく簡単な設定ファイル

- package.jsonをうまく使うと　　　　　　　
環境共有がしやすく、ポータビリティも良い

- 次はプラグインの紹介
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プラグインの紹介と自作
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プラグインの紹介
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大抵はGitHubにリポジトリがあるので
READMEを読めば分かるようになっている



ビルトインタスク
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- concat: テキストファイルの結合
- min: JavaScriptのMinify
- server: ローカルサーバー
- watch: ファイルの更新検知
- などなど



grunt-contrib
- https://github.com/gruntjs/grunt-contrib
- オフィシャル管理されている詰め合わせ
- 公式メンテナンスされているので参考になる
- bump・clean・coffee・compress　　　
copy・handlebars・jade・jst・less　

mincss・stylus・yuidoc
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https://github.com/gruntjs/grunt-contrib
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grunt-compass
- https://github.com/kahlil/grunt-compass
- CompassをGruntから利用する
- CSSプリプロセッサ系は各種ある

※ LESS grunt-contrib-less

※ Stylus grunt-contrib-stylus
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https://github.com/kahlil/grunt-compass
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grunt-img
- https://github.com/heldr/grunt-img
- 画像リソースのロスレス圧縮
- `brew install optipng jpeg`が必要
- 高圧縮設定でImageOptimと同じくらい
- ahomu/grunt-img (jpeg圧縮率高めた版)
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https://github.com/heldr/grunt-img
https://github.com/heldr/grunt-img
http://imageoptim.com
http://imageoptim.com


grunt-csso
- https://github.com/t32k/grunt-csso
- CSSファイルのMinify
- 圧縮率に優れたCSSOというライブラリ
- author: @t32k

※ CSSOとgrunt-csso ¦ MOL
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https://github.com/t32k/grunt-csso
https://github.com/t32k/grunt-csso
http://t32k.me/mol/log/csso-and-grunt-csso/
http://t32k.me/mol/log/csso-and-grunt-csso/


grunt-data-uri
- https://github.com/ahomu/grunt-data-uri
- CSS内の画像パスをData URIに自動変換
- url(path/to/img.*)を対象にして置換
- author: @ahomu

※ データURIスキーム ¦ MOL
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https://github.com/ahomu/grunt-data-uri
https://github.com/ahomu/grunt-data-uri
http://t32k.me/mol/log/data-uri-scheme/
http://t32k.me/mol/log/data-uri-scheme/


grunt-reload
- https://github.com/webxl/grunt-reload
- ブラウザの自動リロード
- いわゆるLiveReloadの実装
- LiveReloadのChrome拡張と併用できる

※前出のDEMOでも利用していたもの
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https://github.com/webxl/grunt-reload
https://github.com/webxl/grunt-reload
http://livereload.com
http://livereload.com


grunt-ftp-deploy
- https://github.com/zonak/grunt-ftp-deploy

- FTPを利用したファイルのやり取り
- 簡易なデプロイプロセスになるプラグイン

※ Heroku grunt-heroku-deploy

※ Amazon S3 grunt-s3
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https://github.com/zonak/grunt-ftp-deploy
https://github.com/zonak/grunt-ftp-deploy
https://github.com/hitsthings/grunt-heroku-deploy
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grunt-templater
- https://github.com/rockwood/grunt-templater

- JavaScriptテンプレートをコンパイル
- ejs・mustache・underscoreなど
- 計17種類のテンプレートエンジンに対応

※コンパイル = 関数オブジェクトへの変換
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https://github.com/rockwood/grunt-templater
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grunt-requirejs
- RequireJS Optimizer (r.js) に対応
- AMDモジュールを解決して最適化する
- almondというライブラリにも対応して優秀

※ Require.js

※ RequireJSによるコードの分割と最適化
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http://requirejs.org
http://requirejs.org
http://eller86.hatenablog.jp/entry/20111204/1322987993
http://eller86.hatenablog.jp/entry/20111204/1322987993


grunt-mocha
- https://github.com/kmiyashiro/grunt-mocha

- MochaのHeadlessテスト実行
- PhantomJSに依存している

※もちろんQUnitやJasmineのプラグインも

※テスト系はwatchと組み合わせて自動化
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https://github.com/kmiyashiro/grunt-mocha
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プラグインの自作
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原則、よく似たプラグインを改造するのがラク
nodeJSを書くことになります



自作プラグインの設定とロード

  grunt.initConfig({
    sample: {
      dist: {
        src: ['js/**/*.js'], // 入力元
        dest: 'js/all.js',   // 出力先
        option: {            // オプションなど（任意）
          hoge: 'fuga',
          peke: 'piyo'
        }
      }
    }
  });
  // grunt.jsファイル内に記述
  // tasksディレクトリの中をすべて読み込み
  grunt.loadTasks('tasks');
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grunt.js



tasks/sample.js

module.exports = function(grunt) {
    grunt.registerMultiTask('sample', 'own task', function() {
      var option = this.data.option,
          src    = this.file.src,
          dest   = this.file.dest,

      // 非同期処理が必要なときに使用 doneをcallbackにする
      // var done   = this.async();

      // path/to/**/*.js を解決して該当ファイルを配列で返す
      srcFiles = grunt.file.expandFiles(src);

      /*...タスクの処理...*/
    });
  };

77

sample.js



参考素材
- デモサンプル: tasks/sample.js
- 便利ヘルパー集: grunt-lib-contrib
- 模範コード例: grunt-contrib-coffee
- docs/plugins.md
- docs/api_task.md
- docs/api_file.md
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補足 0.4.0a について
- 多くのAPIが変更される
- プラグインのメンテナンス状況に注意が必要
- 設定ファイル名が Gruntfile.js に変更
- CoffeeScriptで設定やタスクを書けるように

※詳しく grunt/docs/migration_guide.md
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https://github.com/gruntjs/grunt/blob/devel/docs/migration_guide.md
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まとめ
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ビルドの自動化
- Gruntはビルドツールとして便利！
- npmには他のひとが作った、　　　　　　　　
自動化のためのプラグインが沢山あります！

- 快適に開発できる環境がダイジ！
- 黒い画面と仲良くしましょう！
- 何より...
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実践することが大事
ツールは真にこだわるべき問題ではない
無理なく目の前の繰り返しを減らそう
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LiveReload
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http://livereload.com/
http://livereload.com/


CodeKit
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http://incident57.com/codekit/
http://incident57.com/codekit/


本当に
大事なことに時間を！
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次世代ツール
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CLIの世界では、さらに次の動きが始まっていたり



Yeoman & Brunch
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- Skeletonの作成やScaffolding
- パッケージ/コンポーネント管理
- ローカル開発環境の提供
- より高度な自動ビルドの提供　などなど



Compare Table
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http://havelog.ayumusato.com/develop/others/e524-yeoman_and_brunch.html%23e524-8
http://havelog.ayumusato.com/develop/others/e524-yeoman_and_brunch.html%23e524-8


つづきはWebで！

89

- Yeoman - Modern workflows for webapps
- Brunch ¦ HTML5 application assembler
- Yeoman ヨーマン ::ハブろぐ
- YeomanとBrunchをさわさわした ::ハブろぐ

http://yeoman.io/
http://yeoman.io/
http://brunch.io/
http://brunch.io/
http://havelog.ayumusato.com/develop/others/e516-yeoman.html
http://havelog.ayumusato.com/develop/others/e516-yeoman.html
http://havelog.ayumusato.com/develop/others/e524-yeoman_and_brunch.html
http://havelog.ayumusato.com/develop/others/e524-yeoman_and_brunch.html


ありがとうございました
http://aho.mu
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- http://www.flickr.com/photos/jurvetson/6858583426/

- http://www.flickr.com/photos/jasonwryan/4130500122/

- http://www.flickr.com/photos/binaryape/2945088118/

- http://www.flickr.com/photos/juhansonin/854759383/

- http://www.flickr.com/photos/kevin/5387998/

- Many Thanks!!
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