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ドッグフーディングとは
　システムの開発者が、自分の開発物を実際に使い
ながら仕様を決めたりバグを取ったりする作業を「ド
ッグフーディング」と呼びます。語源はさだかではあ
りませんが、「Eat your own dogfood!」注1（自分で作っ
たものを自分で使え！）というスローガンは開発者の
間ではよく知られています。

ドッグフーディングを行うメリット
　システムのテストを行う人間と開発者は分かれて
いたほうが良い場合も多いですが、開発者自身が自
分のシステムを使うドッグフーディングには次のよ
うなメリットがあります。

・自分が使うものだから改善のモチベーションが上
がる
・問題に気付いたときすぐに修正できる
・使っているうちに良い解決法や新しい発想が得ら
れることがある

　私は自分で利用したいと思うシステムを開発すること
がほとんどなので、毎日新しい開発をしつつドッグフー
ディングを行っています。私が発明し現在Nota注2のCTO

（Chief Technology Of ficer、最高技術責任者）としてサ
ービスを行っているGyazoやScrapboxは毎日頻繁に利
用していますし、予測型テキスト入力システム、パスワー
ド管理システムなども自作のものを毎日利用しています。
これらのシステムが不調だと仕事ができなくなってしま
いますからドッグフーディングにも気合いが入ります。

注 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Eating_your_own_dog_food

注 2 http://www.notainc.com/ja

　新しいシステムのアイデアを思いついたとき、私
はたいてい次のような手順で開発を行っています。

❶とにかくすばやく開発する
❷軽く試して様子を見る
❸スジが良さそうならば少し真面目に実装する
❹他人に使ってもらう
❺長期的にドッグフーディングしつつ改良を加える

　ユーザーインタフェースに関わる部分の開発には、
特にドッグフーディングが有効です。明らかな不具
合については自分で使ってみればすぐわかるもので
すが、微妙に使い勝手が悪いようなものは実際に長
い間利用しないと気付かないことがあります。いず
れにしても「自分で開発したものを自分で長期的に使
って評価し改良する」ことは重要です。

ドッグフーディングを
行わないと起こる問題点

　ドッグフーディングを行わずに与えられた仕様を
そのまま実装したりすると、次のような問題が発生
しがちです。

・テストが不十分になる
・誰も使わない機能が実装される
・誰にとっても使いにくいシステムができる

　2007年ごろ筆者が働いていたAppleでは、社員によ
るドッグフーディングが奨励されていました。エンジ
ニアは発売前に新OSを自分で使うことが奨励されてお
り、macOS開発と関係ない部隊においても途切れなく
インストール音がそこらじゅうで鳴り響いていました。
　Notaでは、GyazoやScrapboxに関して徹底的にド
ッグフーディングを行うことによって使いやすいシス
テムを提供しています。本記事では、Scrapboxの開
発におけるドッグフーディングについて紹介します。
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Scrapboxの
ドッグフーディング

　Scrapboxは、あらゆる情報をWeb上で簡単に整理
／共有できるWebサービスです。一般的なWikiや

Markdownのような機能を持ちつつ、複数ユーザー
がリアルタイムにブラウザ上で同時編集が可能です。
既存のシステムと異なりリンクやタグの記述が簡単
かつ柔軟で、画像や動画や音声も簡単にページに貼
って共有できます注3。
　Scrapboxを開発しているNotaでは、社内で実際
にScrapboxを長期的に利用しながらScrapboxの開
発を行っています。社員情報や開発情報のような会
社の基本情報から近所のレストラン情報や宴会情報
まで、社員が関係するあらゆる情報を1つのScrapbox

プロジェクトで共有しており、2017年11月現在7,000

ページが利用されています。最近公開している「漫画
によるScrapbox紹介」注4の打ち合わせもすべて
Scrapboxで行っていますが、漫画のネーム打ち合わ
せから作品公開までのすべてをScrapboxで行えてい
るのはなかなかおもしろいと感じています。
　Scrapbox自体がコミュニケーションシステムなの
で、グループでのドッグフーディングにきわめて便
利です。たとえばNotaの社内会議ではScrapboxが

活用されており、京都オフィスの社員と関東のリモ
ート社員が1つのScrapboxページを見ながらSkype

で議論しています。会議での発表の内容や議論の結
果はすべてリアルタイムに参加者によってScrapbox

上で同時編集されますから、会議終了後に議事録を
作成する必要がありません。会議のような現場で
Scrapboxを利用しているときに不具合があればすぐ
に全員が気付いて問題意識が共有されますから、多
くの場合すぐに修正が行われることになります。実
際に社内の会議その他で利用しながら進化させてい
るので、究極のドッグフーディングを実践している
と言えるでしょう。

注 3 Scrapboxの詳しい機能については https://scrapbox.io/help-
jpを参照してください。

注 4 https://scrapbox.io/wakaba-manga/第2話_学生全員がScrap
boxを活用する成蹊大学塩澤ゼミに迫る

ドッグフーディングによる
改善事例

　本記事では、Notaでのドッグフーディングによっ

てScrapboxが進化したり新機能が導入されたりした
経緯をいくつか紹介します。

リンク記法
　ScrapboxのようなWikiでは、別ページや外部ペー
ジへのリンクや画像の表示などを行うための記法が必
要になります。テキスト中で特殊な記号を使って字体
やリンクなどを表現する手法は「マークアップ」と呼ば
れ、HTMLやTeXなどでお馴染みですし、多くのWiki

やブログサービスなどでさまざまな記法が採用されて
います。エンジニアの間ではMarkdownというマーク

アップ記法が近年広く利用されているようです。

Gyazzの記法を踏襲
　マークアップ記法は簡単で強力で既存のものと互換
性が高いことが望ましいでしょう。Scrapboxの前身で
あるGyazzというWikiでは、Wikipediaなどの記法を
踏襲して[[別ページへのリンク]]や[[URL 外部ペー
ジへのリンク]]という記法を採用していました。また、
[[画像URL]]で画像も表示するようにしていました。箇
条書きのために特殊な記法を用意しているシステムも
多いようですが、Scrapboxでは行頭の空白文字で箇条
書きを表現するというGyazzの仕様を踏襲しているの
で箇条書きのための記法は用意していませんでした。
　Scrapboxの開発初期はこのようなマークアップの
みを利用していましたが、ドッグフーディングを行
っているうちに次のようなさまざまな問題が感じら
れるようになってきました。

・[[...]]という記法が面倒である
・[[URL 外部ページへのリンク]]なのか[[外部ペ
ージへのリンク URL]]なのか順番が覚えられない
・太字や斜体なども表現したい

記法の整理
　こういった要望は自然なものですが、要望ごとに
記法を増やしていると大変なことになるので、次の
方針に基づいた仕様でドッグフーディングを続行す
ることにしました。



68●WEB+DB PRESS Vol.102

特 集 2 サービス改善ノウハウ大公開
Backlog、日経電子版、Yahoo! MAP、Scrapbox

・[[...]]は[...]に変更
・[URL 外部ページへのリンク]でも[外部ページへ
のリンク URL]も同様に外部リンクとして扱う
・[/ 斜体][* 太字]のような文字列装飾記法を導入

　たとえば[abc]というテキストを書けばabcというペ

ージへの内部リンクになり、[example http://example.
com/]のようなテキストを書けば<a href="http://

example.com/">example</a>のような外部リンクにな
ります。このように、リンクしたいものは[と]で囲め
ばなんとかなるという簡単な規則を覚えるだけで必要
なリンクをすべて表現できるようになりましたし、利用
において大きな不具合はないことを確信したので、こ
の方式でリリースを行って現在にいたっています。そ
の後[$ 数式]という表現でTeX形式の数式を表示で
きるようになったり、CSSでユーザーが見栄えを変更
できるようになったりといった拡張も行われています
が、すべて上記の仕様の範囲の中での拡張でなんとか
なっているので、汎用性の高い仕様だと考えています。
　[や]を利用する方法を覚えていない場合でも、リ
ンクにしたい文字列をマウスで選択してメニューか
らリンクを生成することもできます（図1）。
　Scrapbox記法は独自のものなので、Markdownに

慣れた人に好まれないこともあるようですが、[text]
(URL)のようなMarkdown記法は覚えるのがとても難
しいため注5、Scrapboxのような柔軟な記法のほうが便
利だと考えています。リンク記法は、2017年末現在
も少しずつ機能拡張が行われています。

注 5 私は (text)[URL]なのか (URL)[text]なのかどうしても覚えら
れません……。

2ホップリンクの視覚化
　ScrapboxはWikiの一種ですが、Wikipediaで利用
されているWikimediaやPukiWikiのような一般的な
Wikiと異なり、

・リンク先ページからリンクされているページ（2ホ
ップ先のページ）も表示される
・リンク先からリンク元へのリンクも表示される

という特徴を持っています。たとえば「天下一品」、「二
郎」という2つのページがあって、両方に「ラーメン」
というハッシュタグが付いている（＝「ラーメン」ペー
ジへのリンクが定義されている）とき、「天下一品」ペ
ージにアクセスすると「ラーメン」つながりで「二郎」ペ
ージも関連ページとして表示されます。Webのリンク

構造はリンク元とリンク先が存在する「有向グラフ」に
なっていますが、Scrapboxではあらゆるページが「無
向グラフ」でリンクされており、2ホップ先までの関連
ページがすべて表示されることになります（図2）。
　2ホップ先ページまで表示すると、上の例のような兄
弟ページ（天下一品と二郎）を関連ページとして表示でき
ますし、緩い関連があるページがリストされると何かと
便利です。関連ページがたくさん表示されすぎて困るの
ではないかと心配になるかもしれませんが、実際に何年
にも渡ってドッグフーディングを続けてきた経験によれ
ば、そういう心配は杞憂であることが判明しています。

関連ページの関係性がわかりにくくなる
　とはいえ2ホップ先までの関連ページをすべて同
じように並べると、たくさんの関連ページがゴチャ
ゴチャと並んでしまい、関連がよくわからない結果
になってしまいます。図3はScrapboxの前身である
GyazzでRFIDというページを開いたところですが、
直接リンクが定義されているSuicaやFelica以外に
たくさんの情報やアイデアのページが並んでおり、
ページの関係がわかりづらく、整理されている感じ
がしないという意見が多く聞かれました。リンクを
編集すると関連ページのリストも変化しますが、そ
の変化がわかりにくいという問題もありました。

関連ページをタグごとに分けて表示する
　そこでゴチャゴチャ感を減らすため、Scrapboxで

 ▼図1　GUIによるリンクの指定
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 ▼図2　有向グラフ（左）と無向グラフ（右）
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は直接のリンク先と2ホップ先のリンクを分けて表
示することにより、なぜそのページが表示されてい
るのか示そうとしてみました（図4）。この結果、表
示に必要な領域は少し増えてしまいましたが、ペー
ジ間の関連はわかりやすくなりました。
　この手法でドッグフーディングを続けた結果、1

ホップ目のページはフォルダのように見えることに
気付きました。Scrapboxには階層構造はありません
が、階層的構造を意識してリンクを作成すれば、一
般的な階層ファイルシステムと同じような扱いも可
能です。階層的な整理を好む人のことも考えて、ペ
ージがフォルダのように見える方法を検討した結果、
現在は図5のような形になっています。
　図5のSikuliのページにはMIT、PBEなどのタグが

定義されており、タグごとに関連ページが表示されて
います。たとえばメディアラボ所長の伊藤穣一氏のペ
ージにはMITタグが付いているのでMITの右側に表示
されています。Sikuliシステムと伊藤穣一氏とに直接
の関係はありませんが、MITつながりで関連している
ということが一目でわかるようになりました。
　関連ページ表示機能では直接の関連がないページ
も表示されるためさまざまな発見があって便利なの
ですが、最初の視覚化方法（図3）では、関連ページ
がなぜ表示されているかの理解が簡単でなかったの
で、ゴチャゴチャしているという印象が先行してい
ました。ドッグフーディングの結果改良された図5

では、思いがけない発見があるという特徴を残しつ
つ、ページが表示される理由を納得できるようにな
りました。発想においてはランダム要素と納得要素
がともに重要だと思われます。

行の古さの表示
　ScrapboxのようなWikiのページは非定期的に更
新される可能性がありますが、❶ページの内容が新
しいのか古いのか知りたいことはよくありますし、
❷ページが更新されたときは編集箇所に気付きたい
こともあります。多くのWikiではこういった情報を
簡単に知る方法が用意されていませんが、Scrapbox

では行の左側に灰色の線を表示し、その太さや色で
行の古さおよび既読／未読を視覚化しています。ブ
ログのように一度書いたあとではめったに編集を行
わない文書や、メールのように時刻や順番がはっき

りしている文書ではこのような工夫はあまり必要あ
りませんが、Scrapboxのように手軽に編集できる
Wikiではこれらの視覚化はとても重要です。

 ▼図3　Gyazzの関連ページ表示

 ▼図4　改善を行ったScrapboxの関連ページ表示

 ▼図5　現在のScrapboxの関連ページ表示
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バックグラウンドによる表現
　筆者は情報源の古さの表現に昔から興味を持って
おり、図6のようにバックグラウンドの画像や色で情
報の古さを表現する実験をしたことがあるので、同じ
方法を利用できないか考えてみました。古い行のバッ
クグラウンドに色を付けたり汚くしたりすれば直感的
に行の古さを理解できるかと思ったわけです。
　しかし実験してみると行がまだらになってしまうた
め見栄えがひどく悪いことが判明し、この案はドッグ
フーディングする暇もなく却下になってしまいました。

行の左側での縦線の色による表現
　古さ情報をバックグラウンドに表示するのが駄目

なら行の左側に表示すればどうかということで、図
7のようにテキストの左側に縦線を描いてその色で
既読／未読を表現する方法が提案されました。既読
行には黒い縦線が、未読行には緑の縦線が表示され
るようになっています。
　この方式で社内でしばらくドッグフーディングが
行われていたのですが、評判はあまりよくありませ
んでした。この方法では前述の❷しか視覚化できて
いないうえに、色覚特性が一般的でない筆者のよう
なユーザーには色の違いがよくわからなかったのが
原因でした。この経験のあとは、Color Oracle注6と

いう色覚シミュレータを利用することにしています。
　さて、行の古さと既読／未読を同時に表現するた
め、今度は灰色の濃さで古さを表現し、蛍光グリー
ンで未読を表現する方法を考えてみました（図8）。
　灰色のグラデーションが時間の表現だということと
蛍光グリーンが未読の表現だということを理解するの
は難しそうですし、古い未読と新しい未読を区別でき
ませんから両者を色で区別することは難しそうです。
また、一般的な色覚特性を持つ人は灰色の微妙なグ
ラデーションを認識するのが苦手らしいということも
判明したのでこの案も却下になってしまいました。

色と太さによる表現
　ドッグフーディングによるこれらの知見を踏まえ、次
のような方法を採用して現在にいたっています（図9）。

・新しい物ほど太い灰色の線を描く
・未読行は緑で表現

注 6 http://colororacle.org/

 ▼図6　バックグラウンド画像で古さを表現

 ▼図7　既読／未読を縦線の色で区別

 ▼図8　灰色で古さを表現し、蛍光グリーンで未読を表現
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 ▼図9　太さで新しさを表現し、緑で未読行を表現
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　後述しますが、Scrapboxではユーザーごとに自由
にCSSを定義できるので、私は図10のような黒線
で未読行を表現しています。

アイコン記法
　Scrapboxでは のような「アイコン記法」を利用で
きます。Scrapboxのアイコン記法とはさまざまな画像
を行の中で表示する記法で、文中で[check.icon]と書
くことによりcheckページの画像 が表示されます。
　最近はテキスト中で や(́ Д)`のような絵文字や
顔文字を利用することがポピュラーになってきました
し、 のようにテキスト中にグラフを埋め込
むsparkline注7という手法も注目されてきています。
　Scrapboxでは、誰が書いた行かを表現するために
[増井俊之.icon]と書くだけで のようなアイコン

が表示されるアイコン記法を比較的初期に導入した
のですが、ドッグフーディングを行っているうちに
絵文字や約物の表現にも有用であることがわかって
きたので、現在は幅広い利用法を推奨しています。
　同じアイコンをたくさん表示したい場合は[増井
俊之.icon*5]と書くことにより のよ

うな表示ができます。また図11のように棒グラフを
表示することもできます。
　こういった機能拡張はドッグフーディング時に開発
者が欲しいと思った要求がもとになっているわけです。

あいまい検索の導入
　Scrapboxの検索窓では「インクリメンタルあいま

注 7 https://en.wikipedia.org/wiki/Sparkline

い検索」が可能になっており、多少綴りが間違ってい
ても近いものがリアルタイムにリストされるように
なっています。「foo」と入力した段階で「Footprints」
「These Foolish Things」などの曲が候補に表示され
ています（図12）。
　Scrapboxでは最初は普通のテキスト検索機能しか
用意していませんでしたが、インクリメンタルなあい
まい検索を導入してみたところ有用なことがわかった
ので、テキスト入力時にも利用できるように拡張を行
いました。図13は本文テキスト領域で「foo」と入力し
てみたところですが、検索を行った場合と同じように
「Footprints」「These Foolish Things」などが入力候補
単語として表示され、予測変換システムのように利用
できます。このように、検索にも入力にもリアルタイ
ムなあいまい検索を活用できるようになりました。
　このような機能拡張は地味なものですが、ドッグ
フーディングを行ったことによりこういう機能のあ
りがたみがわかり、実際のユーザー視点での開発が
できたと感じています。

 ▼図10　筆者のカスタマイズ例

 ▼図11 アイコン記法によるグラフ描画

 ▼図12 インクリメンタルあいまい検索

 ▼図13　テキスト入力時のインクリメンタルあいまい検索
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ユーザーの拡張機能
　Scrapboxのユーザーからさまざまな要望がたくさ
ん送られてくるのですが、すべてに　対応するのは
不可能ですし、便利な機能であっても仕様として追
加するのは躊

ちゅう

躇
ちょ

する場合もあります。このため、
Scrapboxでは「ユーザーCSS」と「ユーザースクリプ
ト」というものを利用できるようにしてあり、ユーザ
ーが自由にCSSを書いたりJavaScriptで機能拡張し
たりできるようになっています。
　図14は、先ほども紹介した漫画によるScrapbox

紹介ページのスクリーンショットですが、吹き出し
やアイコンなどはすべてユーザーCSSによる拡張で
実現されています。
　こういう工夫が可能になったのは、開発者がドッ
グフーディングしながら要求を感じたり要望を受け
取ったりした結果だと言えるでしょう。

開発者と利用者の移行
　ドッグフーディングでは開発者と利用者が同じだと
いう特徴がありますが、利用者が開発者に移行したケ
ースも何度か見た経験があります。開発者がドッグフ
ーディングしている状況をユーザーが見たとき、「自分
ならもっと良いシステムを作れるのに」などと感じること
もあるようで、優秀な開発者でもあるユーザーが
Scrapboxの開発に協力してもらっているのはうれしい
限りです。実は現在のScrapbox開発の中心人物である
橋本翔 はもともとはGyazzユーザーだったのですが、
私のシステムの出来の悪さに頭にきて自前のシステムを
開発をしたりしていた結果、いつのまにかそれが本業に

なってしまったという経緯もあります。ドッグフーディ
ングは他者を巻き込む効果もあるのかもしれません。

ドッグフーディングの落とし穴
　ドッグフーディングの利点をいろいろ紹介してき
ましたが、開発者だけがテストしたり改善したりす
ることは問題があります。ドッグフーディングのみ
に頼ると次のような弊害が考えられます。

・開発者が使っていないOSや環境への対応が遅く
なる
・開発者が使わない機能や環境が無視される
・開発者と異なる使い方がテストされない
・使い方によって回避可能なバグが放置される
・変なデザインが放置される
・ドキュメントが整備されない
・一般的でない用語が使われる

　良いシステムを開発するためにドッグフーディン
グが有用なのは確かですが、それだけでは十分では
ありません。ほかの手法も併用しつつ、ドッグフー
ディングの利点を活用するのがよいでしょう。

まとめ
　今回はScrapboxの開発におけるドッグフーディン
グの利点をいろいろ紹介しました。Scrapboxはコミ

ュニケーションのためのシステムなので、Scrapbox

をグループで利用しながら改善していくというのはと
ても自然でうまくいったと言えますが、そうでない場
合でもドッグフーディングが重要であることは間違い
ないでしょう。著名な開発者の方が「過去に失敗した
プロジェクトはすべてドッグフーディングに失敗して
いる」と言うのを聞いたことがあるぐらいです。
　実はNotaでも最初から全員がScrapboxのユーザー

だったわけではないのですが、私が長年Gyazzのドッ

グフーディングなどをしているうちに周囲が啓蒙され
てきたようで、現在では全員がScrapboxを十二分に活
用しています。この原稿ももちろんScrapboxで社内シ
ェアして執筆しました。ドッグフーディングは超大事！ 
コミュニケーションにはScrapbox！ということで今
後も開発を続けていきたいと思います。#

 ▼図14　ユーザーCSSによる表現




