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本文中の色について

本文中でハイライトがついているところは、内容的に大切な部分です。
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コマンドライン以外の説明では、解説に
対応している部分や、前のコードから変
更した部分に色がついています。
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フロントエンドエンジニアの
これから

フロントエンドをとりまく環境
フロントエンドに関わる開発はこの数年で、大きな変化を迎えています。それ
を示すように、フロントエンド開発で中心的に使われているJavaScriptは、
GitHub上でもっとも利用されている言語（http://githut.info/）になっており、
他の言語との差は大きくなっていくばかりです。

専業でフロントエンド開発に従事していようと、そうでなかろうと、現在の
Web開発においてフロントエンドのスキルは欠かすことはできない、といって
も言い過ぎではないでしょう。
また、同時にフロントエンドにまつわる技術は恐ろしいくらいのスピードで改
訂され発展しています。

フロントエンドエンジニアとは
そもそも、フロントエンドエンジニアとはどんな職種なのでしょうか。

Webの黎明期には、フロントエンド開発を専門とする職種は必要ありません
でした。本書で紹介していくフロントエンドとは、過去にはマークアップエンジ
ニア、あるいは単に、コーダーという名称で呼ばれる職種から、徐々に役割や領
域を拡大してきました。

しかし、コアとなる部分はその変化の中でも大きく変わっていません。

フロントエンド開発とは、Webサイト、あるいはWebアプリケーションを、
HTMLや、CSS、JavaScriptを基本としたWeb技術を用いて、開発または設計
することを指し、それらのWeb技術を駆使して、ユーザーとブラウザ、ブラウ
ザとシステムをつなぐ役割を担うのがフロントエンドエンジニアです。

Introduction
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フロントエンドエンジニアに求められる
スキル 資質

フロントエンドエンジニアに求められる一番重要なスキル/資質は、あえて抽
象的に示すと、『変化に対して柔軟であり続けること』です。

「変化」の早いWebの世界においても、特にフロントエンドエンジニアはそれ
ら変化に対して最も影響を受ける職種です。

ブラウザのバージョンアップ、新しい種類のブラウザ、標準的なデスクトップ
ディスプレイのサイズの変更、iPhoneやAndroidや、タブレットの登場、そし
てそれらのディスプレイのサイズなど、ここ10年ほどで多くの変化がありまし
たし、開発に利用するソフトウェアなどのツールも毎日のように新しくより便利
なものが誕生し続けています。

3ヶ月前にリリースされたばかりのフレームワークが、もう別のフレームワー
クに置き換えられてしまっている、ということはフロントエンドにおいてはよく
あることです。

しかし、もう少し実践的な見方をするとここ数年の変化については、その大き
さや幅を鑑みると、すべての変化に関する情報を追いかけることすら現実的では
ありません。

ここ数年の変化をいくつかに分けるとすると、まずは、レガシーブラウザと呼
ばれる古いブラウザ環境との別離があります。そしてECMAScript 2015
（ECMAScript 6、またはES6とも表記されます）などの新しい技術の登場。そ
れから、技術そのものや、技術者の成熟度が増すタイミングで必ず話題にあがっ
てくるプログレッシブ・エンハンスメントやアクセシビリティといった、ユー
ザーとビジネスにとって根幹に関わる部分の見直し。これらがちょうど重なり
合っているのが、フロントエンド開発の現在です。

こういった背景の中で、例えばReactやAngularJSなどのような、単に新し
いツールを使いこなすだけではなく、ユーザー体験を向上させるという根幹を支
える技術や知識が求められ始めています。

本書ではフロントエンドエンジニアが知っておくべき、『今、何が起こってい
るのか？』について、いくつかの項目にわけて紹介していきます。それによって、
本書を手に取った読者の皆様にとって、それぞれが持っているフロントエンドの
経験を次のレベルへと向かうための道しるべを示せればと思います。

Introduction
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フロントエンドエンジニアの成長戦略
本編に入る前に、優れたフロントエンドエンジニアとなるための成長戦略につ
いて、紹介していきます。

フロントエンドという領域が、変化の激しいWebの中でも、さらに激動の領
域であることはこれまで触れてきた通りです。その領域の中でどのように必要と
されるスキルを伸ばしていくべきなのでしょうか？

私自身も含めて、フロントエンドエンジニアの多くは基本的に自己学習によっ
て新しい知識やスキルを身につけてきました。今でこそ、学生時代に大学や専門
学校でWebにまつわるエンジニアリングについて学ぶ機会が増えてきてはいま
すが、フロントエンドに関しては決して十分だといえる状況ではありませんし、
変わっていく環境の中で継続的に学習をしていく必要はありつづけます。

このIntroductionのはじめに、フロントエンドエンジニアの役割を「HTML

や、CSS、JavaScriptを基本としたWeb技術を利用して、ユーザーとブラウザ、
ブラウザとシステムをつなぐ」ことと定義しました。

つまり、フロントエンドエンジニアは、ユーザーから見えない部分のシステム、
そしてユーザーから見える部分のシステム、その両面を開発、設計することがで
きる人材になることが求められています。

ブラウザの理解

そのための第一歩として、フロントエンドエンジニアはまず、Webブラウザ
がどのようにHTMLや、CSS、JavaScriptを解析し、画面上に表示させている
かについて学ぶべきです。

フロントエンドエンジニアにとってWebブラウザは開発環境であり、エンド
ユーザーへプロダクトを届けるための欠かすことができないプラットフォームで
もあります。同時に非常に多くの、そして複雑な機能を有したソフトウェアでも
あります。

ユーザビリティに関する問題への解決を探るためにはWebブラウザの内部構
造を知ることが重要になります。

クロスブラウザにまつわる問題点はもちろんのこと、ユーザー体験を左右する
パフォーマンスや、プログレッシブ・エンハンスメント、そしてアクセシビリ
ティもWebブラウザがどのように動作するのかを知ることが、すでにこれまで

Introduction
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触れてきたベストプラクティスの背後にある根拠を理解することに繋がります。

私自身、最近になってWebブラウザの内部の働きについて調べる機会があり、
これまでのなんとなくで実装してきてしまった解決にきちんとした理由があるこ
とを学んだことで、効率的にノウハウを吸収することができるようになった実感
があります。

仕様の理解

Webブラウザについて学んでいくことと同じくらい重要となるのは、仕様を
読むことです。

多くのフロントエンドエンジニアにとって基礎となる情報であるはずであるに
も関わらず、自分自身を含めてなのですが、きちんと読み解く時間を作れていな
いのではないでしょうか？

Webブラウザに限りませんが、Webブラウザもソフトウェアである以上、バ
グはつきものです。

全く同じコードがWebブラウザによって異なる挙動をする場合、いわゆる『い
い』Webブラウザが常に正しく、そうでもない方のWebブラウザが間違えてい
ると思い込みがちです。実際にはそれは正しい判断とは言えませんし、結果とし
て、実装したワークアラウンドも将来的に壊れやすい実装となってしまいます。

HTMLでも、CSSでも、JavaScriptでも、仕様はブラウザの実装を終え、我々
開発者のフィードバックを得て確定していきます。特に新しい仕様については、
これまで得てきたフィードバックを元にした課題を解決するものが大半です。

すべての仕様に目を通しましょう、というのは現実的ではありませんが、同じ
コードでWebブラウザごとに異なる挙動をする場合には、必ず仕様を確認する
ようにする習慣を身につけておくべきでしょう。

変化の最前線にいるフロントエンドエンジニアを優れたフロントエンジニアと
定義するのであれば、本当の意味での最前線とは、新しい仕様がメインストリー
ムになる以前からそれらを積極的に取り入れ、そしてそれらの仕様にまつわる開
発に貢献することを指すのではないでしょうか？

仕様を確認することは、その一歩目としては効果的なものになるはずです。

Introduction



012

道具にとらわれすぎない

フロントエンドエンジニアだけに限りませんが、スキルや知識は根源的な問題
を解決するために利用する道具でしかありません。技術を追い求めるあまり道具
を使いこなすこと自体が目的になってしまいかねないケースは実際によく見かけ
ます。

獲得するべきスキルが多い職種だからこそ、そしてユーザーというWebサイ
ト/アプリケーションの実際の利用者に一番近い職種だからこそ、フロントエン
ドエンジニアは誰よりもそのことを意識しておく必要があります。

ユーザーやビジネスにとって最良となる問題の解決を行うためには、継続的な
学習が最も重要なアプローチとなります。

学ぶ技術に対して投資をすることは、どんな言語や、ツール、フレームワーク
について学ぶことよりも、将来を支える技術となります。

本書がその継続的な学習へのきっかけとなれば幸いです。

2015年12月
斉藤 祐也

Introduction
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ブラウザの状況アップデート
Webのフロントエンド開発において、Webブラウザのことを知っておく必要があり
ます。周辺技術の進化や変化に伴いアップデート頻度が高くなっている今、ブラウ
ザの最新状況を把握しておきましょう。

1Chapter
開発のトレンド 1 ～ 
開発環境のトレンド

執筆：谷 拓樹

01
SECTION

多種多様なブラウザ
フロントエンド開発の領域は、技術の変化・進化に
合わせて広がっていますが、主要なミッションはブラ
ウザ上にWebページ、Webアプリケーションを構築
すること、というのは変わりません。
フロントエンドエンジニアは、その時代ごとに登場
するブラウザと戦っています。ブラウザごとの実装、
対応している技術は異なります。その差は、搭載され
ているレンダリングエンジンが異なるためです。

Webブラウザがはじめて登場した1990年代からし
ばらくの間は、各ブラウザベンダーがインターネット、
ブラウザ市場においてそれぞれの優位性を示そうと独
自の拡張を進めていたために、1つのWebサイトで
もブラウザごとで大きく異なる見た目や体験をユー

ザーに強いていました。その後、Web標準と呼ばれ
た活動や、ブラウザベンダーによる新しいHTML5と
いうムーブメントに参画していった流れによって、昨
今の主要ブラウザ間での大きな差というのはなくなっ
てきています。
とはいえ、各ブラウザベンダーごとで採用している
レンダリングエンジンの差や、ベンダーそれぞれの仕
様の解釈の違いによって、実装の違いが依然として存
在します。フロントエンド開発においては、それらを
知る必要があり、要件に応じて適切な技術を採用しな
ければいけません。
このSectionでは、現在の主要ブラウザの状況につ

いて説明していきます。

ブラウザシェア

StatCounter Global Statsのデータを元に2015年
10月時点の日本のシェアをみると、デスクトップブ
ラ ウ ザ で はGoogle Chromeが37.6 ％、Internet 

Explorerが34.2％となっており、わずかにGoogle 

Chromeが Internet Explorerのシェアを上回ってい
ます。また Internet Explorerをバージョンで細分す
れば、IE11が27.6％、次点に IE9の2.4％と開発者が
よく困らされている IEも最新バージョンでつかって
いるユーザーが増えている傾向にあるようです。
一方、後述するMicrosoftの新ブラウザであり、

Windows10の標準ブラウザとなるEdge（Edge12）

については、わずか1.3％となっています。Internet 

Explorerについては、2016年1月13日にMicrosoft

のサポートポリシーが変更となり、各OSにおける最
新バージョンのみがサポート対象となります。これ以
降に、Internet Explorerのシェアは大きく変わるか
もしれません。
・参考：https://www.microsoft.com/ja-jp/

windows/lifecycle/iesupport/

他のブラウザについては、Firefoxが16.7％、
Safariが7.5％、Operaが0.9％と続きます。
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モバイル・タブレットブラウザのシェアでは、
Safariが63％と圧倒的なシェアとなっており、次い
でChromeが18％、Android標準ブラウザが16.9％
ほどとなります。

・ 年 月国内デス
クトップブラウザのシェア（http://gs.statcounter.

com/#desktop-browser_version_partially_

combined-JP-daily-20151001-20151101-bar）
・国内デスクトップ、モバイル、タブレットのシェア
（http://gs.statcounter.com/#mobile+tablet-

browser-JP-daily-20151001-20151101-bar）
（※StatCounterの値は変わることがあります）

　レガシーなバージョンの Internet Explorerがシェ
アを占めていた時代は終わりに近づいており、Google 

Chromeをはじめとするモダンブラウザがシェアを伸

ばしています。もちろんこれらのシェアというのは
StatCounterが収集したデータに基づくものであり、
開発者それぞれが関わるプロジェクトおよびその業
種・業態やターゲットによって差異はあります。
対象のプロジェクトのアクセスログをみてターゲッ
トブラウザを判断する必要もありますが、世間の傾向
としては前述の通りであり、あまりレガシーな環境に
引きずられることなく、ユーザーの体験を良くするた
めに、または開発の効率をあげるために、新しい
Web技術を取り入れていくことも考えていくほうが
良いでしょう。続いては各ブラウザの歴史、そして新
しい技術への対応状況などをみていきましょう。

各ブラウザの特徴

Google Chrome、もといそのベースとなっている
Chromiumは、レンダリングエンジンとして、後述
のSafariと同じくWebKitを採用していましたが、
バージョン28よりBlinkを採用しています。また
Android 4.4から、それ以前のAndroidのデフォルト
ブラウザとして組み込まれていた標準ブラウザ（通
称：Android Browser）はなくなり、Chromeブラ
ウザがプリインストールされているデバイスも増えて
います。
ただし同じAndroidデバイスであっても、標準で
搭載するにはメーカーがGoogleとのライセンス契約
が必要となることもあり、オリジナルのChromeで
はなく、派生してつくられた独自仕様のブラウザや、
その他ブラウザが搭載されていることもありますので
注意しましょう。

WebKitからBlinkへと変更された経緯について触
れておきましょう。

Chromiumはタブやアプリごとでプロセスとして
動作する、マルチプロセスという概念で設計されてい

ます。そのため以前のWebKitにはこれを前提とした
設計、コードも含まれているわけですが、Chromium/

Google Chromeとは関係のないプロジェクト、例え
ばSafariからすれば不要な設計です。
一方で、Appleの開発者によってはじまった

WebKitには、Safariにポートされる前提の設計、コー
ドが含まれており、こちらは逆にChromiumには不
要ということになります。
こうしたブラウザに関わる開発者間で、それぞれの
開発コードに対する苦言を呈したり、コードを修正し
たりというような問題が起こり、Chromiumコミュ
ニティがWebKitから離れ、2013年4月3日、WebKit

をフォークしたBlinkプロジェクトを立ち上げました。
その後1年ほどかけて、コードベースから不要なも
のは削除され、パフォーマンス、特にモバイル面での
最適化がされていくことになります。

・ ’  （http://blog.chromium.

org/2014/04/blinks-first-birthday.html）

レガシーブラウザ、仕様が未実装なブラウザへのアプローチ
はいくつかあります。その概要とテクニックについては、本書
「2-01」（P.098）を参照してください。

POINT
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Mac OSに標準搭載されているSafariは、Appleが
中心となって開発されているオープンソースプロジェ
クトであるWebKitをレンダリングエンジンに採用し
ています。前述の通り、Blinkがフォークプロジェク
トとして派生されたすぐ後に、WebKitもGoogle V8 

JavaScript Engineの削除や、描画ライブラリの
Skiaの削除などを実施し、よりSafariに最適化され
たWebKitへと変わっています。
またSafariは iPhoneの標準ブラウザ（Mobile 

Safari）として採用されていることもあり、デスク
トップからスマートフォンへとユーザーのデバイスが
移行している今、シェアを伸ばしているブラウザの1
つともいえます。

SafariのWeb技術の実装状況については、他のブ
ラウザと比べて消極的にみえる点があり、Web開発

者側からは「新たな IE」と揶揄される面もあります。
それはAppleの考える優先度の差にすぎませんが、主
要ブラウザの1つである以上、私たちWeb開発者と
しては最新技術を採用したくとも、考慮すべき点が増
えてしまうのは、まさに IEの再来ともいえるかもし
れません。
・ （http://nolanlawson.

com/2015/06/30/safari-is-the-new-ie/）

一方で、2015年10月時点の最新であるSafari 9で
は、新たな開発者向けの機能として、さまざまな
Viewport、UAでの検証ができる「レスポンシブ・デ
ザイン・モード」が搭載されるなど、後ろ向きなこと
ばかりではありません。

図1-1-1   Safari 9の「レスポンシブ・デザイン・モード」

Operaは、iPhone/Androidなどが台頭する以前の
モバイルブラウザや、ゲーム機やテレビのインター
ネットブラウザに採用されていたりと、他のブラウザ
とは異なる形でシェアを広げているブラウザです。
レンダリングエンジンは、同社の開発するPresto

を 採 用 し て い ま し た が、2013年 よ りGoogle 

Chromeと同じChromiumをベースに開発されるこ

ととなり、あわせてWebKitが採用されることとなり
ました。その後には、Google Chromeに追従する形
で、Blinkを採用することになりました。

Operaとは直接の関係はありませんが、Operaの
元CEOであるヨン・フォン・テッツナー氏によって、
Vivaldiというブラウザのプロジェクトが立ち上がっ
ています。Vivaldiは、Presto以後のOperaの路線変



017

C
hapter 1

Chapter 2
Chapter 3

Chapter 4
Chapter 5

Chapter 6

Chapter 1 / 01 / ブラウザの状況アップデート

更に対し、同じくChromiumベースのブラウザであ
りながらも、旧来のOperaに近い体験を与えてくれ
るブラウザです。
ブラウザのパワーユーザー向けであることを謳って
おり、それに見合った機能、カスタマイズ性を売りと

しているようです。利用者シェアとしてはまだ小さな
ものではありますが、Operaと対になるブラウザと
しては気に留めておきたいブラウザです。
・ （https://vivaldi.com/）

Mozilla FoundationによるFirefoxは、初期のブ
ラウザ競争の立役者であるNetscape Navigatorの流
れを組み、レンダリングエンジンにはGeckoを採用
していますが、2013年頃から次世代版のエンジンと
してServoの開発をおこなっています。

Servoは従来のC++ではなく、並列処理やメモリ
管理に優れたRustという言語で開発されています。
その成果として、Geckoの2～ 3倍近くのレンダ
リング（レイアウト）時間の短縮といった公式発表も
あります。
・

（ ）  
（https://events.linuxfoundation.org/sites/

events/fi les/slides/LinuxConEU2014.pdf）

Mozillaとしては、Firefox OSやFirefox for Android

といったモバイル向けの開発において、より最適なレ
ンダリングエンジンを目指しているのでしょう。
2015年10月現在もGecko版Firefoxが提供されてい
ますが、近い将来にServo版Firefoxが提供されるこ
とでしょう。より早く体験するには、Firefoxの開発
版であるNightly Buildのリリースを追いかけましょ
う。
・ （https://nightly.mozilla.org/）

／

Internet Explorerは今もWindows OSに搭載され
ているWebブラウザであり、バージョン11が最後の
バージョンとなります。一方で、Microsoft Edgeと
いう新しいブラウザもつくられました。Windows10
には両方が搭載されています。

Internet Explorerは IE9以降、HTML5/CSS3など
のWeb標準の技術への対応をはじめ、以後、同じよ
うにWeb標準の技術に対応したモダンブラウザとの

相互運用性も考慮するようになりました。
しかし、現 Internet Explorerユーザーを考慮する
と、後方互換性も捨てることはできず、IE8から搭載
されている各バージョンの IEをエミュレートする機
能（ドキュメントモード）は IE11にも搭載されてい
ます。開発者ツールや、ページのmeta要素かHTTP

レスポンスヘッダで条件を指定してエミュレートする
ことができます。

HTML

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7">

<!--

meta要素での指定方法

IE7標準準拠モードでレンダリング

ただし DOCTYPE宣言によって後方互換モードになる。

-->

Internet Explorerの後方互換性を担保するという
仕様に対し、Edgeでは最新の仕様に対応し続けると
いう姿勢をとっています。IE9以降に考慮されている

他ブラウザとの相互運用性についてはEdgeでも同じ
方針であり、完全な IE独自仕様というのはほぼなく
なっていくことでしょう。
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その他のEdgeの特長は、Windows10がマルチデ
バイスのOSということもあり、マルチデバイスへの
対応も強化されている点です。
その他、Edgeに関する最新情報やデモについては

Microsoftのページを覗いてみてください。

・
（https://dev.windows.com/en-us/microsoft-

edge/）

各ブラウザにおける 技術の実装状況
HTML5、CSS3やCSS4、ECMAScript 6といった
技術の実装が各ブラウザで進む中、どのバージョンの
ブラウザがそれらをサポートしているのかを知るのは

非常に困難です。「Can I use」は、そうした各ブラ
ウザでの実装状況を一覧できるデータベースとして
非常に役立ちます。

図1-1-2

；

古すぎるブラウザのサポート状況などは省かれてい
ますが、主要ブラウザ、バージョンについては掲載さ
れており、緑色がサポート済み（またはベンダープレ
フィックス付きサポート）、薄い緑色は一部サポート、
赤色はサポートしていない、というように一覧で確認
できます。
また、すべてが網羅されているとは限りませんがテ
ストスイートも用意されているので、実際に見えてい
るブラウザでの結果を確認することもできます。
・http://tests.caniuse.com/

なお、もし皆さんがCan I Useと異なる結果などを
見つけることがあれば、Can I UseのGitHub issues

への投稿をしてみると良いでしょう。
・https://github.com/fyrd/caniuse

他にはECMAScriptの対応状況が一覧できるペー
ジもあります。こちらも参考資料として覚えておくと
よいでしょう。
・http://kangax.github.io/compat-table/es6/

ただこのデータが必ずしも最新かつ正しいとは限り
ません。GitHubレポジトリ上のコミュニティ、有志
による情報提供での運用になっているので、より正確
な情報を得るためには、各ブラウザベンダーが運営す
るコミュニティやメーリングリストを追いかける方が
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良いでしょう。各ブラウザベンダー、コミュニティが
公開しているページを紹介します。

・ （https://www.

chromestatus.com/features）

図1-1-3   http://tests.caniuse.com/ Can I use のテストスイート

・
（https://dev.windows.com/en-us/microsoft-

edge/platform/status/）
・ （https://webkit.org/

status/）

ブラウザの新たな競争と進化
Web標準に目を向け、各ブラウザに実装される技

術の差があまりなくなってきている今、Webブラウ
ザとして新たな機能を提供をしはじめています。
例えば、Webサイト、特にメディア系の記事コン
テンツの本文エリアの画像やテキストのみを表示し、
サイドバーなどのコンテンツを排除した見た目で閲覧
できるリーダー機能があります。これによってユー
ザーは本文に集中することができます。Safari 5 

がReader Modeとして標準搭載したのをはじめ、
FirefoxやEdgeにも搭載されるようになっています。

Firefoxはそれに加え、「あとで読む」機能を提供す
るPocketと提携し、WebページをPocketに保存す
ることができるようになっています。
・https://getpocket.com/

また、iOS9ではコンテンツブロック機能がリリー
スされ、Webページの広告をブロックすることがで
きるようになっています。これにより、ユーザーは
リーダー機能のように本文に集中できるということ以
外にも、広告のロードを避けることによるパフォーマ
ンス向上が期待できます。
ブラウザシェアから見られるように、すでにユー
ザーは自分にとって便利なブラウザを選ぶようになっ
ていることは明らかです。実装技術の差によって競争
が生まれた初期ブラウザ戦争とは異なり、新たに機能
やパフォーマンスの差によってユーザーの利用シェア
を獲得する競争がはじまっているといえるでしょう。
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エディタ エディタのプラグイン
ここでは、フロントエンド開発に便利なエディタや IDE、またそれらに付随するプラ
グインなどを紹介していきます。

1Chapter
開発のトレンド 1 ～ 
開発環境のトレンド

執筆：古沢 宏太

02
SECTION

エディタを選ぶことの重要性

：

図1-2-1

エディタはプログラミングから切っても切り離せな
い関係にあります。そのようなエディタを、読者のみ
なさんはどのように選択し使っているでしょうか。既
にお気に入りのエディタで日々のプログラミングに打
ち込んでいる方がいる一方、なんとなく使い始めたエ
ディタをずっと使い続けている、という方も多いかと
思います。
しかし、料理人が包丁にこだわるように、エンジニ
アもエディタにこだわるべきだ、と筆者は考えます。
なぜなら、エディタは開発者にとって必須の存在であ
り毎日触れるものだからです。だからこそ、手に馴染
むもの、日々のコーディングを気持ちよくしてくれる
ものを使うべきであり、それが生産性に大きな影響を
与えることは言うまでもありません。

また、数年前まではエディタの選択肢は少なく、必
然的に開発者が使うべきエディタはある程度決まって
いました。しかし、昨今ではエディタの開発が非常に
活発であり、以前よりも選択肢はとても広がっている
状況です。それらのエディタには、各エディタのこだ
わりの機能が実装されており、フロントエンドの実装
をサポートするものや、デザイン面のサポート機能を
充実させたものなど様々です。しかし、そういった開
発支援ツールが充実しているエディタが溢れているか
らこそ、その中から自分にあったエディタを選ぶのは
簡単なことではありません。
このSectionでは、数あるエディタの中から、フロ

ントエンド開発者におすすめするエディタをピック
アップして紹介いたします。
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UE4におけるゲーム制作で
必須の知識と経験が身につく!

『Unreal Engine 4で極めるゲーム開発』は、Unreal 
Engine 4（UE4）の機能を単に紹介するだけでなく、一本
のサンプルゲーム開発に順序よく盛り付けていく構成にな
っており、機能の組み合わせ方や、実践的な使い方をラー
ニングできます。3Dゲーム開発の一般的なワークフローや
プロセスも解説し、章の構成も実際の開発プロセスに近
づけました。今使っている人にも、これから始める人にも、
すべてのUE4ユーザーにオススメの一冊！

Unreal Engine 4で
極めるゲーム開発

ボーンデジタル
湊和久（著者）
592ページ
価格：4,860 円（PDF）

開発
ツール

推奨職種を併記。アーティストやレベルデザイナ
など専門ごとに読むべき章がわかる

副業? 独立? それとも?
ITエンジニアの人生設計の決定版!
組織を束ねるマネジャーになるか、現場のスペシャリストで
あり続けるか。自分の技術を活かして独立するか、副業を
考えるか……。意外に悩ましいITエンジニアの人生設計。
会社に依存しない、転職や独立も射程に入れた「マインド
セット」の持ち方から、お金、営業戦略、顧客対応術、ビ
ジネスモデルの構築といった「ビジネスロジック」まで。求
人情報ポータルサイト「@SOHO」の開発者が、自身の知
見と経験から得たノウハウを教えます。

ITエンジニアのための
「人生戦略」の教科書
技術を武器に、充実した人生を送るための
「ビジネス」と「マインドセット」

マイナビ出版
平城寿（著者）　256 ページ
価格：2,462 円（PDF・EPUB）

開発系
読み物

ITエンジニアがどのように

人生を描き切り開いていけるか、

著者の実体験をもとに解説

トピックスごとにオンラインの
公式サイトで質問コーナーを
用意。疑問に答えてくれる

プログラムやスクリプトの

勉強をしたことがない人でも

読み進められる



Dockerが利用される
現場のノウハウが凝縮 !
開発
ツール

チーム改善に活かすITIL
悩めるリーダーにオススメ
開発系
読み物

ワークフローを疑似体験 !
GitHubが初歩からわかる

開発
ツール

インフラエンジニアの
必須知識をていねいに解説

エミュレータ制作を通して
コンピュータの中身を理解
開発系
読み物

プロトタイピングによって
初期段階での可能性を探る

開発系
読み物

Docker 実践ガイド
Docker が利用される環境や背景をはじめ、導入
前 のシステム 設 計、基 本 的な 利 用 方 法、
Dockerfile による自動化の手法、プロセッサ、ネッ
トワーク、ストレージなどの資源管理、管理・監
視ツールについて解説します。

インプレス
古賀政純（著者）

328 ページ　価格：3,240 円（PDF）

新米主任 ITIL使ってチーム改善します !
化粧品メーカーで主任に昇格した友原京子。異動
先は問題だらけのハチャメチャ部署だった…。『新
人ガール ITIL 使って業務プロセス改善します !』
の第 2 弾。英国生まれの IT 運用ノウハウ
「ITIL」をチーム改善に活かします。

シーアンドアール研究所
沢渡あまね（著者）

304 ページ　価格：1,750 円（PDF）

Web 制作者のためのGitHub の教科書
チームの効率を最大化する

共同開発ツール
Web 制作における「GitHub」の使い方が、実
際のワークフローをイメージしながら理解できま
す。「そもそもどんなサービスなの ?」「どういうと
きにどの機能を使えばいいの ?」といった初歩の
疑問から解説します。

インプレス
塩谷啓・紫竹佑騎・原一成・平木聡（著者）

224 ページ　価格：2,052 円（PDF）

インフラエンジニアの教科書2
スキルアップに効く技術と知識

数年間インフラエンジニアの経験を積んでいても
「自分は詳しく知らないし、他の人に説明できない」
といったことがあります。本書は実務経験を積ん
だインフラエンジニアを対象に、必須知識をわか
りやすく解説します。

シーアンドアール研究所
佐野裕（著者）　価格：2,070 円（PDF・EPUB）

自作エミュレータで学ぶ
x86アーキテクチャ

コンピュータが動く仕組みを徹底理解！

機械語やアセンブリ言語が CPU でどう実行され
るか意識することはめったにありません。本書で
はエミュレータの制作を通して x86 CPU の仕組
み、メモリ・キーボード・ディスプレイといった
部品とCPUの関わりを学びます。

マイナビ出版　内田公太・上川大介（著者）　196 ページ
価格：2,324 円（PDF）

プロトタイピング実践ガイド
スマホアプリの効率的なデザイン手法
本書で解説するプロトタイピングは、紙などを使っ
た「低精度プロトタイピング」を中心とした手法
です。設計フェーズの早期段階から作成し、検証
と改善によって、機能要件や UI 設計、デザイン
を具現化していけます。

インプレス
深津貴之・荻野博章（著者）

240 ページ　価格：2,592 円（PDF）
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