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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，2007年 12月 5日 (水)から 7日 (金)にかけて，
ハウステンボス (長崎県佐世保市）で開催される「第
15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: WISS2007)での発表をま
とめたものです．

WISSはその名の通りインタラクティブ（対話的）
なインタフェースとそれに関するシステム，ソフト
ウェアについて発表・討論を行うワークショップで
す．名前にソフトウェアが入っていますが，ハード
ウェアやネットワークに関することでも広くインタ
ラクティブなシステムで面白いものであれば取り上
げています．1993年に開始され，今年で 15回目を
迎えました．この間，全国各地を回りながら，毎年
2泊 3日の泊り込み形式で開催してきました．参加
者数は増加の一途を辿り，最近では 150名を越える
ようになっています．一方で論文は査読により厳選
していますから，発表なしでも参加している人が多
いということです．
さて，今年のWISSには，フルペーパーとして 37

件の投稿があり，それぞれに対して原則 4名の査読
者を割り当てて査読を行い，プログラム委員会で検
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．
そのうち 2件はロング発表で 30分，その他の論文
は 20分の発表時間を割り当てています．発表時間
の長短は論文の質とは直接的には無関係であり，発
表に時間を要する内容かどうかで判断しています．
昨年のWISSの機会に査読方針について参加者

アンケートを実施しました．その意見を参考に，今
年は査読方針として「結果が失敗であっても，その
経験が他の研究者に有益な論文は積極的に評価しま
す」を明示しました．この趣旨に沿った内容と思わ
れる投稿もありましたが，残念ながら採録には至り
ませんでした．来年度は参考になる「失敗論文」が
現れることを期待したいと思います．
また，本論文集にはデモ・ポスター発表の論文 45

件が掲載されております．（この他にも論文なしの飛
び入り発表も当日に出る可能性があります．）今年は
会場の都合もあり，デモ・ポスターのセッションを
3回に分けて実施することにいたしました．
第 12回までは，論文集に論文PDFおよびデモビ
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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，一昨年から添付しておりま
せん．論文 PDFおよびデモビデオ等は，会期中は
会場に設置したサーバで，また後日，本研究会ホー
ムページで公開する予定です．
今年は表紙デザインも公募いたしました．4件の

応募があり，審査の結果ごらんのデザインに決定し
ました．お時間を割いてデザインを作成し，応募い
ただいた方には感謝申し上げま
最後に，論文を投稿いただいた皆様，査読者の

方々，WISS2007 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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