
2011年６月５～９日の５日間，京

都市の国立京都国際会館にて，情報

通信分野における世界最大の国際会

議の１つであるIEEE International

Conference on Communications

2011（ICC2011）が，３月11日の東

日本大震災を乗り越え，震災復興の

祈願を込めて開催されました．また

併設の技術展示会 ICC KYOTO

Exhibition（６月６～８日の３日間

開催）にはNTTグループとして出展

しました．ここでは，ICC2011およ

び技術展示会について報告します．

ICC2011の概要

ICCは，電気・電子・情報通信に
関する世界最大の学会であるIEEE
Communications Societyが開催す
る国際会議で，ICC2011は1965年の
初開催から数えて47回目となります．
1 200年以上の歴史を持つ日本の古

都，京都においてICC2011は，これま
での伝統や慣習を再考し，画期的なイ
ノベーションにつなげるという意味で
Source of Innovation: Back to the
Origin（新たなイノベーションに向け

て：原点への回帰）をテー
マとして開催されました．
京都府，および京都市の
後援を受け，電子情報通
信学会通信ソサイエティ，
IEEE Communications
Societyと日本学術会議
との共催となり，全体を統
括する運営委員長をNTT
代表取締役副社長宇治則
孝が務めました．
今回は３月11日の東日

本大震災の影響により，一時は開催
も危ぶまれました．しかし海外を含む
多くの参加者からの暖かいエールを受
けて，本会議を日本の震災復興への
礎と位置付け，秋篠宮殿下の御臨席
のもと，震災復興の祈願を込めた記念
式典が６月７日に開催され，世界に
向けて復興への力強いメッセージが発
信されることとなりました．

記 念 式 典

東日本大震災からの復興を祈願し，
本会議を復興の礎とするため秋篠宮殿
下の御臨席を賜り，震災からの復興

と情報通信の発展をテーマとした記念
式典が，６月７日の午前に開催され
ました．
また，来賓として京都府より山内修
一副知事，京都市より由木文彦副市
長，日本学術会議の金澤一郎会長が
出席されました．
内外からの参加者で満場となった聴
衆に向けて，秋篠宮殿下より，東日
本大震災に被災された方々への思い
と，参加者への会議参加へのお礼のお
言葉とともに，今回の震災を乗り越え
て，高度情報化社会の実現に今後も
この会議が重要な役割を担うことを期
待するとのお言葉を賜り，厳粛な雰囲
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気の中，会場は盛大な拍手に包まれ
ました．

オープニングプレナリー

一部のワークショップを除く
ICC2011の本会議は，６月６日の
オープニングプレナリーとともに開会
しました．実行委員長の工学院大学
淺谷耕一教授の司会のもと，運営委
員長の宇治副社長による開会の挨拶
では，東日本大震災により被災された
方々への思いとともに，その後の復興
への取り組みを支援してくださった
方々，そして海外より参加してくだ
さった方々への心からの感謝が述べら
れました．姉妹国際会議である
GLOBECOMが1987年に東京で開催
されて以来，ICC，GLOBECOMど
ちらかの日本開催は24年ぶりとなりま
す．1987年は日本で最初の携帯電話
サービスが開始された年でした．挨拶
ではこの24年間の情報社会の高度化
に，この会議に参加する研究者が大き
く貢献していることを確認しつつ，今回

の震災でまだまだ解決すべき課題があ
ることが明らかとなり，持続可能な社
会の実現のために，さらなる貢献が必
要であることが宣言されました．
続けての主催者挨拶では，IEEE

Communications Society会長であ
るByeong Gi Lee教授と，電子情報
通信学会通信ソサイエティ会長であ
り，この会議のテクニカルプログラム
委員長を務める，NTT先端技術総
合研究所所長 萩本和男よりそれぞ
れ，震災のもと開催できたことへの
感謝とともに，主催学会としての
R&Dビジョンが紹介されました．ま
た，震災の犠牲者を悼み，Lee教授
の発声により，会場全員で黙祷を行
いました．

基 調 講 演

オープニングプレナリーに引き続い
て，産業界および学術界を代表して選
ばれた３人の講演者による基調講演が
行われました．
NTTドコモ代表取締役社長山田

持より，最初に東日本大震災の被災状
況と対応について，基地局の大ゾーン
化や衛星，大出力アンテナの導入によ
り，震災からの回復をNTTグループ一
丸となって進め，2011年４月末にはほ
ぼ震災前の状況まで回復させたことが
報告されました．続いて，NTTドコモ
の新たな成長に向けた取り組みについ
て説明され，スマートフォンやLTE
（Long Term Evolution）技術を使っ
た高速携帯電話サービス「Xi（クロッ
シィ）」の普及を通じた，ネットワーク
とデバイスの連携という考え方の提案
と，それを具現化した翻訳電話のデモ
が披露されました．
続いてミラノ工科大学Mauriz io

Decina教授による将来のネットワー
クとサービスに関するビジョンの講演
があり，講演の最後は日本復興への
「ガンバレニッポン！」という力強い
エールをいただきました．さらに富士
通研究所 津田俊隆フェローによる，
ICTのパラダイムシフトとこれからの通
信技術のトレンドについての講演があ
りました．

会議参加者について

東日本大震災とその後の原子力発
電所の問題から開催への不安もありま
したが，世界各国より，およそ1 800
名もの参加があり，最先端の情報通
信に関する有意義な議論が展開されま
した．
国別では，地元である日本からの参
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萩本所長（電子情報通信学会通信ソサ
イエティ会長）挨拶

淺谷教授（実行委員長）による進行

宇治副社長（運営委員長）挨拶 日本学術会議　金澤会長挨拶 Lee教授（IEEE Communications
Society 会長）挨拶



加がもっとも多く（31％），米国
（15％），中国（9％），韓国（6％）
と続きます（図１）．
日本以外では，アジア，北米，

ヨーロッパと世界の多くの地域からの
参加があり，最先端の情報通信分野
の研究開発が世界各国で盛んに進め
られていることを反映しています．

テクニカルシンポジウム

ICC2011では64カ国の地域より
2 838件の論文が投稿され，そのう
ち1 092件が採択されました（採択率
38.5％）．採択された論文は180の口
頭発表セッション（900論文）と18の
ポスターセッション（192論文）の計
198セッションで発表されました．
セッションの分野としては，近年の

最先端技術のトレンドである無線技術
に関するものがもっとも多く，またセ
キュリティ，通信理論など，通信の基
礎を支える理論的なセッションもあり，
熱心な発表が行われました．
図２は採択論文の第１著者につい

て国別の比率を表しています．

チュートリアル

６月５日と９日には，4G無線技術
への展開，協調型無線通信，次世代
インターネット，可視光通信などの最
新動向に関する16のチュートリアルが
開催され，およそ900名の研究者が参
加し活発な議論が展開されました．

ワークショップ

最新の話題を議論する９つのワーク
ショップにおいて，171の投稿論文か
ら採択された合計81の論文が発表さ
れました．ワークショップは，スマー
トグリッド通信や将来ネットワーク，
省電力通信など，話題となっているト
ピックを扱い活発な議論が遅くまで続
きました．

ビジネスフォーラム

ビジネスフォーラムは，産業界と学
術界の研究者のコラボレーションを目
指し企画されました．エグゼクティブ
セッションでは，最新の研究分野を主
導するリーダによるビジョン講演を，
また，一般セッションでは，スマート
グリッドや次世代アクセス網，ワイヤ
レスセンサネットワーク，省電力ICT，
光デバイスなどを議論するパネルが開

催され，それぞれのセッションは30～
100名の参加があり，熱心な議論が行
われました．

ICC技術展示会

６月６～８日の３日間，京都国際
会館のイベントホールにて，NTT取締
役研究企画部門長篠原弘道が委員長
を務める技術展示会：ICC KYOTO
Exhibitionが併催され，NTTグルー
プを含む通信関連企業９社および公
的研究機関１団体による展示が行わ
れました．日本が世界をリードする，
次世代光ネットワーク技術，次世代
無線技術，グリーンICT技術，ホーム
ICT技術などを柱とした展示は，出展
した各日本企業の協力により非常に完
成度の高い展示会となり，大成功を
収めました．また，出版社２社による
学術書籍の展示，折紙体験コーナー，
コーヒーコーナーや無線LANが利用可
能なラウンジの設置，抽選会の開催な

山田社長による基調講演 Decina教授による基調講演 津田フェローによる基調講演
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図１　参加者の国，地域分布



どもあり，３日間の合計来場者数は
約2 600人と盛況を博しました．
NTTグループは，以下の３つのテー
マに基づく７件の展示を実施しました．
① 次世代ネットワークと新サービス
・OSGiを利用したホームICT基盤
（NTTサイバーソリューション研
究所）
・高速ワイヤレスホームネットワー
ク（NTT未来ねっと研究所）
・遠隔コラボレーションによる
フィールドワーク支援（NTT
サービスインテグレーション基盤
研究所）
・インテリジェント暗号（NTT情報
流通プラットフォーム研究所）
② 世界をリードする光通信技術
・超大容量光トランスポートネット
ワークのためのシステム・デバイ
ス技術（NTT未来ねっと研究所，
NTTフォトニクス研究所）

・空孔構造光ファイバの研究開発
（NTTアクセスサービスシステム
研究所）
③ 新しい携帯電話サービス（LTE）
・NTT DOCOMOが提供するLTE
サービス技術：Xi（クロッシィ）
の紹介（NTTドコモ）
これらの展示における内外多くの専

門家との活発な議論を通じて，それぞ
れの分野におけるNTTグループの先
進性を積極的にアピールすることがで
きました．

ウェルカムレセプション，バンケット

会場となった国立京都国際会館は，
1966年にオープンした日本最初の国
際会議施設であり，日本文化の中心
としての京都にふさわしく，日本の伝
統的な建築様式を基にしたユニークな
デザインを特徴としています．
６月６日のウェルカムレセプション

では着物姿の女性たちによる琴演奏が
行われ，屋台風のブースで提供される
寿司やそばなどの日本料理を楽しみな
がら，世界から集まった友人たちとの
語らいは夜遅くまで続きました．
また，６月７日には，隣接するグラ
ンドプリンスホテル京都にてバンケッ
トが開催され，伝統的な京舞と，日
本ナショナルチームの女性メンバによ
る空手演武が行われました．特に小
柄な女性選手による迫力満点の息の
合った空手演武には驚きの声が上が
り，拍手が絶えませんでした．

お わ り に

秋篠宮殿下の御臨席を賜り，運営
委員長である宇治副社長をはじめとし
たNTTグループのサポートのもと，東
日本大震災を乗り越えて京都で開催
された今回のICC2011は，日本の情
報通信の歴史に残る出来事であったと
言っても過言ではないと思います．

会議・展示会を成功裏に運営する
ことができましたことに対し，ご参加
いただいた皆様，ご協力いただいた皆
様にこの場を借りて心より御礼申し上
げます．なお，GLOBECOM2011は
米国テキサス州のヒューストンで，ま
たICC2012はカナダのオタワで開催さ
れる予定です．
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（上段左から）山田 武士/ 石丸 勝洋/

清水 敬司

（下段左から）鎌谷 修/ 葉玉 寿弥/

中村 浩崇

NTTから宇治副社長をはじめ，多くの社
員が運営や展示，研究発表にかかわった
ICC2011京都が，秋篠宮殿下の御臨席を賜
るなど盛会のうちに終了しました．NTTグ
ループの研究開発アクティビティの高さを
内外の参加者にアピールする機会としても
存分に活用できたと思います．

◆問い合わせ先
NTT先端技術総合研究所
企画部
情報戦略担当
TEL 046-240-5152
FAX 046-270-2365
E-mail scl-jousen lab.ntt.co.jp
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