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小池 英樹∗
本論文集は，日本ソフトウェア科学会インタラク
ティブシステムとソフトウェア (ISS) 研究会が主催
し，2008 年 11 月 26 日 (水) から 28 日 (金) にか
けて，神戸ポートピアホテル (兵庫県神戸市）で開
催される「第 16 回インタラクティブシステムとソ
フトウェアに関するワークショップ」(Workshop on
Interactive Systems and Software: WISS2008) で
の発表をまとめたものです．
WISS はその名のとおりインタラクティブ（対話
的）なシステムとソフトウェアについて発表を行う
ワークショップです．1993 年にスタートした WISS
は今年で 16 回目を迎えました．本ワークショップ
は会議場での講演主体のカンファレンスとは異なり，
2 泊 3 日の泊り込み形式での開催が特徴です．参加
者数は増加の一途をたどり，最近は 150 名を超える
ようになっています．そして夜には参加者が集って，
新しいインタラクティブシステムに関するアイデア，
夢，失敗談などを語り合っています．
今回の WISS にはフルペーパーに 35 件の投稿が
あり，それぞれに対して 3 名の査読者を割り当てて
査読を行った後，プログラム委員会で詳細に検討い
たしました．その結果，18 件の論文を採択し，提出
いただいた論文を本論文集に掲載しております．発
表にはロング (30 分) とショート (20 分) の区別があ
りますが，これは論文の質とは無関係です．WISS
では発表の冗長さをなくし，研究の本質に関する議
論がすぐできるようにショートを基本とし，説明に
時間を要すると判断したものものについてはロング
としています．
また，本論文集にはデモ／ポスター発表の論文が
31 件掲載されています．この他にも当日は論文集に
は掲載されないデモ／ポスターが展示される予定で
す．実際に動くシステムを見ながらインタラクティ
ブに議論を行うことで，発表者は参加者から多くの
フィードバックを得る事ができ，また参加者はその研
究の本質をより深く理解することが可能となります．
第 12 回までは，論文集に論文 PDF およびデモビ
デオなどを収録した資料 CD-ROM を添付しており
ましたが，ネットワークインフラの充実によりその
使命を終えたと判断し，添付しておりません．論文
PDF およびデモビデオ等は，本研究会ホームペー
ジで公開する予定です．
WISS の特徴は，論文がインタラクティブシステ
ムに関するものというだけでなく，ワークショップ
自体がインタラクティブなことです．発表時にチャッ
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トを併用することを始めたのも WISS が最初です．
こうした会議を活性化するシステムの実験は，今は
WISS Challenge として公募式になっています．ナ
イトセッションでは多数のプロジェクタを持ち込み，
飛び込みプレゼンテーションやデモが行われます．
また今年の査読では，個々の論文に点数をつける従
来の評価方式に加え，査読者に割り当てられた論文
の相対関係をもとに評価する方式が実験的に採り入
れられました．このように WISS はワークショップ
自体がインタラクティブシステムの実験の場であり，
これからもこの WISS の伝統を引き継いでいきたい
と考えています．
来年の WISS2009 の場所等はまだ未定ですが，詳
細が決定次第，本研究会ホームページで公開します
の，是非ご参加ください．
最後に，論文を投稿いただいた皆様，査読者の
方々，WISS2008 プログラム委員／運営委員の皆
様，協賛学会関係者の方々に深く感謝いたします．
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