PWS Cup セッションのご案内 Ver.1.2
PWS CUP 実行委員会
2018 年 10 月 18 日

1 PWS Cup セッションの概要
日時

2018 年 10 月 22 日 (月) 13:15 – 17:55(最長)

場所

ホテルメトロポリタン長野 中宴会場 千曲 (CSS 2018 会場 D)

内容

コンテストの振り返り，結果発表，参加者によるプレゼン発表・ポスター発表，集合写真

注意事項
• PWS Cup セッションは，コンピュータセキュリティシンポジウム 2018 (CSS 2018) 内で実施されま
す．そのため，PWS Cup セッションへの参加 (発表，聴講) には，CSS 2018 への参加登録が必要です．

• PWS Cup 2018 の表彰対象となるためには，PWS Cup セッションでの発表が必要です．発表は原則
的にプレゼンとポスターの両方とします．

– ただし，事情により，準ずる方法での発表を認める場合があります．どうしても都合が悪い場合に
は，実行委員会にご相談ください．

• 内容，終了時刻は現時点での案のため，変更の場合があります．決まり次第ご連絡いたします．

2 プレゼン発表
各チームにプレゼン発表でコンテストで使用した手法を説明していただきます．各チームの発表時間は，以
下の方法により決定します．

1. 各チームに，発表希望の有無，発表希望時間 (5 分，10 分，15 分，20 分，30 分のいずれか) を回答して
いただきます．

2. 実行委員会が各チームに，希望した発表時間以下の発表時間を割り当てます．但し，発表を希望した
チームの発表時間が 5 分を下回ることはありません．

2.1 各チームの発表時間 (2018-10-16 更新)
各チームからいただいた発表希望時間から，発表時間を表 1 のように設定しました．セッションの時間が限
られるため，10 分以下を希望したチームは希望通り，15 分以上を希望したチームは (希望時間) − (3 分) で設
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定しました．未回答のチームの発表時間は，相談に応じて設定します．
表1

プレゼン発表の各チームの発表時間

チーム ID

発表時間

01

5 分間

02

5 分間

03

12 分間

04

未回答

05

17 分間

06

発表なし

07

10 分間

08

17 分間

09

10 分間

10

12 分間

11

17 分間

12

12 分間

13

10 分間

14

10 分間

注意事項
• 発表時間に質疑の時間は含みません．
• 発表順序は，総合順位が下位のチームから (同順位の場合は，チーム ID が小さいチームから) とします．
• 所属組織や参加者名を明かす必要はありません (明かしても構いません)．

3 ポスター発表
各チームにポスター発表でコンテストで使用した手法を説明していただきます．

ポスターの作成
• ポスターの紙の大きさは，後述の掲示スペースに収まる範囲で自由です．A0 用紙一枚でも，小さい紙
を複数でも構いません．

• ポスターの印刷は各チームで行い，会場まで持参してください．会場での印刷はできません．
• 上部にチーム名をわかりやすく記載してください．
– 所属組織名や参加者名を記載する必要はありません (記載しても構いません)．
• ポスターは，発表スライドの抜粋版や拡張版の印刷でも構いません．
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掲示方法
• 掲示場所は，PWS Cup セッションの会場 (千曲) に設置したパーティションです．
• 各チームに縦 1189 mm，横 841 mm (A0 縦向き) の掲示スペースを割り当てますので，この範囲内に
掲示してください．

• 掲示には，会場が用意したセロハンテープを使用してください．それ以外のものによる掲示は禁止し
ます．

掲示期間
• ポスターを掲示する作業を行う時間は，PWS Cup セッション中に設けます．プレゼン発表後を予定し
ています．

• 掲示可能期間は，10 月 24 日 14:55 までの CSS 2018 の 3D3 セッション中までとします．
• 掲示可能期間中は，PWS Cup セッション終了後も，他のセッションの妨げにならないように議論いた
だいて構いません．

• 掲示したポスターは，PWS Cup セッション終了後の好きな時にご自身により撤去してください．
– 撤去は 10 月 24 日 15:05 の BoF-4 セッション開始 5 分前まで完了してください．それまでに撤去
いただけない場合，実行委員会により処分される場合があります．

4 優秀発表賞
PWS Cup セッションでプレゼン発表とポスター発表を総合して最もよい発表を行ったチームを，優秀発
表賞として表彰します．審査は，実行委員会が選んだ審査員による投票により行います．審査基準は，「コン
テストで使った手法をわかりやすく伝え，聴衆の加工・再識別技術の向上に最も寄与したと考えられる発表」
です．
なお，優秀発表賞は PWS Cup 2018 の他の賞との重複受賞を妨げません (PWS Cup 2018 の入賞チーム
にも優秀発表賞の受賞資格があります)．

4.1 選定方法
PWS Cup セッションの参加者によるプレゼン発表とポスター発表の後に，各審査員が優秀発表賞にふさわ
しいと考えるチームを一つ選び，各審査員が一票ずつの無記名投票を行います．最も多くの票を獲得したチー
ムを優秀発表賞の受賞チームとします．最も多くの票を獲得したチームが複数存在した場合は，PWS Cup 実
行委員長が審査員と同じ基準ですべてのチームを順位付けしたリストを参照し，最も多くの票を獲得したチー
ムの中で最も上位のチームを受賞チームとします．
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変更履歴
• Ver 1.2, 2018 年 10 月 18 日．4 節 (優秀発表賞) を追加．
• Ver 1.1, 2018 年 10 月 16 日．2.1 節 (各チームの発表時間) を追加．
• Ver 1.0, 2018 年 10 月 05 日．公開．
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