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今日お話しすること

•GUIを使ってコンパイルしたいあなたに

•コマンドラインではじめるコンパイル生活

•最新のWeb制作手法をちょっとのぞき見



GUIを使ってコンパイルしたい皆さんへ

GUI Tools for Compiling



何を使うにしても、できるだけ簡単な方が良いですよね



まずは、LESS



Crunch!
http://crunchapp.net/

http://crunchapp.net/
http://crunchapp.net/


SimpLESS
http://wearekiss.com/simpless

http://wearekiss.com/simpless
http://wearekiss.com/simpless


次に、Sass & Compass



SCOUT
http://mhs.github.com/scout-app/

http://mhs.github.com/scout-app/
http://mhs.github.com/scout-app/


compass.app
http://compass.handlino.com/

http://compass.handlino.com/
http://compass.handlino.com/


最後は、Stylus



えっと…、単体のGUIアプリはありませんｗ



あ、Photoshopの画像をCSSプリプロセッサに渡せないの？



CSS Hat
http://csshat.com/

http://csshat.com/
http://csshat.com/
http://csshat.com/
http://csshat.com/


CSS Hatで。LESS、Sass、Stylus、お好きなものに渡して
※パーツの形状や塗りによっては、「LESSHat」「Compass」「nib」などのmixins系ライブラリが必要です



LESS、Sass、Compass、Stylus、全部入りのアプリは？



あ、CodeKitなら、さっき聞いたから



…



LiveReload 2
http://livereload.com/

http://livereload.com/
http://livereload.com/


そして



CodeKit
http://incident57.com/codekit/

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


だって、一番簡単かつ多機能なんですもん



で、CMSでもLESSとかSass使いたいんだけど…



Jetpack
http://jetpack.me/

http://jetpack.me/
http://jetpack.me/


Preprocessor
http://www.h-fj.com/blog/archives/2013/01/09-101359.php

http://www.h-fj.com/blog/archives/2013/01/09-101359.php
http://www.h-fj.com/blog/archives/2013/01/09-101359.php


CMSじゃなく、テンプレートとか使って簡単に作れないの？



ありますよ、CSSプリプロセッサをベースに作れるのが



Fire.app
http://fireapp.handlino.com/

http://fireapp.handlino.com/
http://fireapp.handlino.com/


Hammer for Mac
http://hammerformac.com/

http://hammerformac.com/
http://hammerformac.com/


余談: 静的なHTMLとかJSだけなら、 Anvil for Macをサーバ代わりに使うと楽



CodeKit - The Kit Language
http://incident57.com/codekit/kit.php

http://incident57.com/codekit/kit.php
http://incident57.com/codekit/kit.php


MIXTURE
http://mixture.io/

http://mixture.io/
http://mixture.io/


GUIでも用途にあわせてツールが選べる時代になりました



まず自分で試してみて、環境にあったものを選びましょう



コマンドラインではじめるコンパイル生活

Command Line Tools for Compiling



GUIな面構えのツールもいろいろ出てきたけれど…



これからのWeb制作は、Ruby と Node.js がないと困る



最新のツールは、大体“gem”か“npm”でインストール



RubyGems
http://rubygems.org/

http://rubygems.org/
http://rubygems.org/


Node Pakaged Modules
https://npmjs.org/

https://npmjs.org/
https://npmjs.org/


“gem”と“npm”は「パッケージ管理ツール」のこと



Web制作ツールは、もはやパッケージで管理する時代



世の中の動きが速すぎて、製品リリースが追いつかない



GUIで操作できるまで待つか、コマンドに慣れるのが先か



さぁ、どうしますか？



Photoshopとかのメニュー覚える方が難しいですから



そんなわけで、コマンドラインでのインストールと使い方



Install
$ gem install package-name ...
$ npm install package-name ...

Update
$ gem update
$ npm update

コマンド 何する？ どれを？ オプションなど

npm で package-name を インストール する



LESS
http://lesscss.org/

http://lesscss.org/
http://lesscss.org/


Install
$ npm install -g less

Usage
$ lessc style.less style.css



RECESS
http://twitter.github.com/recess/

http://twitter.github.com/recess/
http://twitter.github.com/recess/


Install
$ npm install -g recess

Usage
$ recess style.less --compress > style.css
$ recess style.less:style.css --watch



Sass.
http://sass-lang.com/

http://sass-lang.com/
http://sass-lang.com/


Install
$ gem install sass

Usage
$ sass --watch style.scss:style.css
$ sass --watch input_dir:output_dir



stylus
http://learnboost.github.com/stylus/

http://learnboost.github.com/stylus/
http://learnboost.github.com/stylus/


Install
$ npm install -g stylus

Usage
$ stylus style.styl
$ stylus --watch style.styl



以上。 Ruby か Node.js のいずれかが必要です



いずれかの環境＋Sublime Text 2のビルドツールで
※「LESS-build」「SASS Build」「Compass」「Stylus」のいずれかをインストールしてパスを設定する



保存と同時に自動でコンパイルすることもできるんです



SublimeOnSaveBuild
https://github.com/alexnj/SublimeOnSaveBuild

https://github.com/alexnj/SublimeOnSaveBuild
https://github.com/alexnj/SublimeOnSaveBuild


Settings - User
 "filename_filter": "\\.(css|js|sass|less|scss|styl)$",
 "build_on_save": 1
※"filename_filter"には、自動でコンパイルしたい拡張子を追加しておく



コマンド入力は最初だけ。あとは、勝手にコンパイル！



環境さえ作ってしまえば、特に難しいことはありません



最新のWeb制作手法をちょっとのぞき見してみよう

New Tools for Web Dev.



Bootstrap
http://getbootstrap.com/

http://getbootstrap.com/
http://getbootstrap.com/


え、Bootstrapなら知ってるよ、さっき話してたじゃん？



LESSが使われてるってのも、説明してもらったしさ…



まさか、CSSとJSだけダウンロードして使ってたりします？



Bootstrapは、コマンドラインから丸ごと使った方が便利



テンプレートも使えるし、LESSのコンパイルもできるの



BOWER
http://twitter.github.com/bower/

http://twitter.github.com/bower/
http://twitter.github.com/bower/


Inside of Twitter Bootstrap

makefile

docs

img
js

less

component.json
package.json

← CSS、HTML、JSなどはこの中の「assets」に

← BoorstrapのJavaScriptがここに

← 肝心のLESSはここに全部ある

node_modules ← Node.jsのモジュールは「npm install .」で

← Bootstrap のコンパイルコマンドが記述されてる

← 依存する外部ライブラリの指示

← 依存するnpmモジュールの指示

...



Download from GitHub or BOWER
https://github.com/twitter/bootstrap
$ bower install bootstrap

Install npm_modules
$ npm install .

Usage
$ make
$ make watch
$ make bootstrap
※LESSをSassにしたBootstrapも有志の手によって公開されている。「bower install bootstrap-sass」
※変換時にエラーになる場合は、「npm install uglify-js@1 -g」でugilify-jsをVer. 1.x系に



同じような仕組みで、Stylus使うのもあったりしまして



roots
http://roots.cx/

http://roots.cx/
http://roots.cx/


Install
npm install -g roots

Usage
$ roots new project-name
$ roots watch
$ roots compile



コマンドをいくつか打てば、すぐサイト制作が始められる



この辺、口頭ではわかりにくいので、後ほどデモしましょう



最近、Webサイトは「見るもの」から「使うもの」へ



“SPA（Single-Page Applicaiton）”なものも増えてきた



Brunch
http://brunch.io/

http://brunch.io/
http://brunch.io/


Brunch Skeltons
https://github.com/brunch/brunch/wiki/Skeletons

https://github.com/brunch/brunch/wiki/Skeletons
https://github.com/brunch/brunch/wiki/Skeletons


YEOMAN
http://yeoman.io/

http://yeoman.io/
http://yeoman.io/


これらも当然のようにCSSプリプロセッサが使われてます



では、最後にいくつかのツールをデモしてみましょう



いかがでしたか？



基本となるWebサイトの枠組み作りから公開まで一気に



コマンドをちょっと入力するだけのお手軽さ



そんなWebサイト制作の新しい流れがきています



もう「黒い画面…、ギャーー」とか怖がらない方がいい



2、3個コマンド覚えて、それを打つだけなんですから



まずは、CSSプリプロセッサから慣れはじめると良いですね



そして、次世代のWeb制作の流れに乗りましょう



本日のまとめ

•自分の環境にあったツールを使ってみましょう

•最新のツールは、コマンドラインから始まります

•Web制作の流れは、どんどん効率化されています

•CSSプリプロセッサは、大概使うので覚えましょう



本日はありがとうございました


