エンタープライズIT総合誌 月刊ビジネスコミューニケーション(Webサイトへ)

災害やITトラブルが頻発する中、BCP（事業継続計画）の重要性が注目されている。建物
や電源の面から日本の通信インフラを 100 年以上守ってきた NTT ファシリティーズは、
BCP の観点に立った総合防災ソリューションを提供している。企業における攻めの防災対
策の重要性と、同社ソリューションの展開状況について、米川清水取締役にうかがった。
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図 2 iDC での防災ソリューションマトリクス例（一部）

NTT 事業会社との連携を重視し、
積極的にソリューションを展開
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