


CodeGrid総集編2012
2012年の必読記事＆2013年の注目記事

株式会社ピクセルグリッド



CodeGridとは



フロントエンドの新技術をより安全に

制作現場に取り入れるヒントを満載

フロントエンドに関わる人のガイド
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株式会社ピクセルグリッド

運営会社は



JavaScriptの会社

+



ほぼ全員に著書がある



中村 享介   @kyosuke

代表取締役 ／ フロントエンドエンジニア

山田 順久   @ykhs

フロントエンドエンジニア

外村 奈津子   @soto

編集



2012年
必読記事ベスト3

95記事の中からエンジニアが選ぶ



第3位
jQuery Conference2012レポート



第3位
jQuery Conference2012レポート

• エンジニアの視点からレポート
• jQueryコミュニティの関心ごとがわかる



第2位
ピクセルグリッドの仕事術



• ピクセルグリッドが実践している方法
• JavaScriptの見積り方法に反響

第2位
ピクセルグリッドの仕事術



第1位
先取り、Shadow DOM



• まだ実験として部分的にChromeに実装
• 雑誌の特集などではまずやらない
• 今、主流の技術も始めはこんな感じ

第1位
先取り、Shadow DOM



本日のエンジニアトーク

ベスト1、ベスト2のトピックをシェア

中村：JavaScript開発見積もり

山田：先取り、Shadow DOM



JavaScriptの見積り

株式会社ピクセルグリッド　中村 享介



2つの見積り



金額



工数



JSの見積りは難しい



小さなスクリプト

Webアプリケーション



仕様変更

予想外のバグ



どうやって

見積もる？



成果物ベースの見積もり
• ページいくら
• トップページ 10万円



成果物ベースの見積もり



原価ベースの見積もり
• 人日
• 人月



原価ベースの見積もり

問題：生産性が低いほうが儲かる



価値ベースの見積もり
• 1000万の価値がある仕事
→ 500万

• 1000万のコスト削減
→ 500万



価値ベースの見積もり

問題：どうやって価値を決める？



ピクセルグリッドで

採用している方法



仮想的な単位で見積もる
• アジャイル開発の
見積もり手法



仮想的な単位を作る
• 単位はなんでもOK
• ポイント



基準の設定
• カレンダーの実装
• モーダルダイアログの実装



基準の設定
• カレンダーの実装
• モーダルダイアログの実装

3pts



相対的に見積もる

3pts
8pts



ポイント見積りの良い点
• 実装スキルの差による価格差はない
• 効率良く仕事すると稼げる

原価ベースの問題点を解決



ポイントから

工数＝ポイント×制作時間

金額＝ポイント×単価



HTMLの見積りにも応用

シンプルな1ページ

vs

大規模サイトの1テンプレート



まとめ

見積りは作る人も
必要なもの



Introduction of

Shadow DOM

Introduction of

Shadow DOM
Yukihisa Yamada @ykhs
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<Element>
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<Element>

CSS JS
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<div>
<div>

<span>
<span>
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/* some.css */

.box {

  background:#F9D3B0;

}

/* other.css */

.box {

  background:#A2D8E3

}
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<element extends="div" ...>

  <template>

    <style>

      .box {

        background:#F9D3B0;

      }

    </style>

    <div class="box">

      ...

    </div>

  </template>

</element>
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/* some.js */

app.view.box = function() {

  ...

};

/* other.js */

app.view.box = function() {

  ...

};
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<element extends="div" ...>

  <script>

    var Box = this

     .generatedConstructor;

    Box

      .prototype

      .setColor =

        function() { ... };

  </script>

</element>
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https://github.com/dglazkov/Web-Components-Polyfill

https://github.com/dglazkov/Web-Components-Polyfill
https://github.com/dglazkov/Web-Components-Polyfill
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Introduction to Web Components

http://www.w3.org/TR/2012/WD-components-intro-20120522/

Shadow DOM

http://www.w3.org/TR/shadow-dom/

Link

http://www.w3.org/TR/2012/WD-components-intro-20120522/
http://www.w3.org/TR/2012/WD-components-intro-20120522/
http://www.w3.org/TR/shadow-dom/
http://www.w3.org/TR/shadow-dom/


2013年の野望



すぐ役立つリファレンス的情報と

次世代の新技術をバランスよく



すぐ役立つリファレンス的情報

Backbone.js／grunt.js／Mocha／

isotope／多デバイス対応／Git

おすすめライブラリ情報



次世代の新技術

ECMAScript6(Harmony)／

WebGL／CSS Custom Filters



月額840円

購読開始から30日間無料



月4回配信

１配信あたり2～3記事



本日より3日間、新規登録すると

購読開始から60日間無料
（30日間拡大）



メルマガ最大8本＆24記事
＋

これまでの95記事が読めます



Thank you &
meet at CodeGrid！

www.codegrid.net
twitter: @CodeGrid

http://www.codegrid.net
http://www.codegrid.net



