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国立国会図書館

東日本大震災アーカイブ

震災に関するあらゆる記録・教訓を、次の世代へ
https://kn.ndl.go.jp

ひなぎくは、東日本大震災に関する記録を一元的に検索・閲覧・活用できるポータルサイトです。

構築の経緯
政府の「復興構想 7 原則」や「東日本大震災
からの復興の基本方針」において、東日本大
震災の記録・教訓の収集・保存・公開体制の
整備を図り、誰もがアクセス可能な一元的に
活用できる仕組みを構築する必要性が掲げられ
ました。これらを踏まえ、国立国会図書館と
総務省は、連携して、平成 25 年 3 月 7 日に
ひなぎくを公開しました。現在は国立国会図
書館が単独で運営しています。
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過去の防災計画や東日本大
震災の被害をふまえ、自治体
の新たな防災計画を作成

新たな震災が発生したとき、
東日本大震災の際のボラン
ティア活動の記録を参考に、
自分達の活動内容を検討

福島第一原子力発電所事故
の特集番組に、事故の報告
書、過去の原発行政に関する
資料を使用

写真、報告書等を用いて、防
災教育教材を作成し授業に
活用

他のAPIとマッシュアップし、
防災に役立つWebサービス
やアプリの開発・提供

過去の震災の古文書と東日
本大震災の津波映像を利用
し、今後起こり得る津波被害
のシミュレーション

ひなぎくの役割
「「復興・創生期間」後における東日本大震災
からの復興の基本方針」（令和元年 12 月 20 日
閣議決定、令和 3 年 3 月 9 日改定）では、東
日本大震災の記憶と教訓を次の世代に伝え、
今後の防災・減災対策や復興に活用するため、
ひなぎくとの連携等を通じて、効果的な復興の
手法・取組や民間のノウハウ等の関係機関への
普及・啓発を図ることで、各機関における体制
構築及び災害対応能力の向上に資するとされて
います。

愛称ひなぎくについて

約451万件の
データを
まとめて検索

「ひなぎく」の愛称は、「Hybrid Infrastructure for National Archive of the Great East Japan Earthquake and Innovative Knowledge Utilization」
の頭文字をとったものです。ひなぎくの花言葉「未来」「希望」「あなたと同じ気持ちです」に、復興支援という事業の趣旨を込めています。



朝日航洋株式会社提供
被災地斜め航空写真

仙台空港 (地点情報 : 2360)
撮影日：2011/3/12

長岡市立中央図書館
文書資料室提供

崩れた山肌(その1)
撮影日：2004/10/24

国際協力NGOセンター
 (JANIC)提供

上記以外に、国立国会図書館の 5 つのアーカイブも検索できます。

撮影者：前田耕作　撮影日：1995/3/15

震災文庫 神戸大学付属図書館

一時的にゴミ収集場となっている中央区の小野浜公園
では連日のようにゴミが運び込まれ、この日も深夜まで
作業が行われていた。

地方公共団体のアーカイブ

各種機関のアーカイブ

電子書庫のコンテンツ

ひなぎく連携機関・連携アーカイブの紹介

連携先アーカイブ一覧（2021年 8月末時点）

２０１３＿０７＿２２　一本松復活後写真＿一本松
撮影日：2013/6/23

提供者：岩手県沿岸広域振興局大船渡地域振興センター

いわて震災津波アーカイブ～希望～ 岩手県
県災害対策本部の情報ボード　撮影日：2011/4/7

提供者：宮城県総務部危機対策課
出所：東日本大震災文庫（宮城県）

東日本大震災アーカイブ宮城
宮城県及び宮城県内市町村

被災建築物応急危険度判定士活動　調査の様子
撮影日：2016/4/28　提供者：千葉県茂原市

熊本地震デジタルアーカイブ 熊本県

NHK 東日本大震災アーカイブス 日本放送協会

フラガールの再出発　あの日 わたしは
取材時期：2013/12/26

東日本大震災被災者の証言を中心に、NHK が
持つ震災関連の映像及び音声を収録したサイト
です。

浦安市富岡交番液状化被害
撮影日：2011/3/20

災害写真データベース 消防防災科学センター
災害調査の活動、資料収集等を実施してき
た過程において蓄積された写真を収録して
います。

震災の記録・教訓を記録を後世に伝え
るとともに防災活動や教育に活かすた
め、被災した県や市町村によるアーカ
イブが構築・運営されています。
各アーカイブは、地方公共団体の資料
のほか、市民や関係機関から提供され
た資料も収録しています。

みちのく震録伝 東北大学災害科学国際研究所
産官学の機関と連携して、東日本大震災に関す
るあらゆる記憶、記録、事例、知見を収集し、
国内外や未来に共有するプロジェクトです。 

360 度カメラ（全天周カメラ）による定点観測
撮影日：2011/12/13　撮影場所：福島県南相馬市鹿島区烏崎

阪神・淡路大震災に関する資料を収集・
保存するとともに、災害復興や地震研究・
防災対策のために提供しています。

STUDIO D.O.G.inc　陸前高田にクリスマスを届けよう

3.11 いわて NPOチラシアーカイブ 
いわて連携復興センター

主に岩手県内で東日本大震災からの復興支援
活動を行った団体のチラシや資料を収録して
います。 連携アーカイブのメタデータとは別に、ひなぎくの電子書庫には、各種機関から提供された

コンテンツを保存しています。

The Great East Japan Earthquake and Japanese
NGOs  : From emergency relief to reconstruction?

A turning point for the future (2012 年公開 )

分類 アーカイブ名称 機関名 連携開始日

青森震災アーカイブ
青森県八戸市、三沢市、おいらせ
町、階上町

2014/4/2

郡山震災アーカイブ
福島県郡山市、富岡町、双葉町、
川内村

2015/4/1

久慈・野田・普代 震災アーカイブ 岩手県久慈市、野田村、普代村 2015/4/1
東日本大震災アーカイブ宮城 宮城県及び宮城県内市町村 2015/6/19
浦安震災アーカイブ 千葉県浦安市 2015/7/6
いわて震災津波アーカイブ～希望～ 岩手県 2018/3/15
熊本地震デジタルアーカイブ 熊本県 2018/3/15
大槌町震災アーカイブ　つむぎ 岩手県大槌町 2020/7/3
震 災 文 庫 神戸大学附属図書館 2013/3/7
3.11震災文庫 仙台市民図書館 2013/11/22
震災関連資料コーナー 岩手県立図書館 2014/1/10
東日本大震災福島県復興ライブラリー 福島県立図書館 2014/3/31
市町村史に記された地震の記録 埼玉県立熊谷図書館 2014/6/12
長岡市災害復興文庫 長岡市立中央図書館文書資料室 2014/10/21
岩手県の自然災害と東日本大震災に関
する資料リポジトリ

岩手大学図書館 2019/3/13

震災ライブラリーオンライン版 東北大学附属図書館 2020/2/28
J - S T A G E 科学技術振興機構 2013/3/7
C i N i i   A r t i c l e s 国立情報学研究所 2013/3/7
学術機関リポジトリデータベース
(IRDB)

国立情報学研究所 2013/3/7

み ち の く 震 録 伝 東北大学災害科学国際研究所 2013/3/7
日本原子力研究開発機構図書館蔵書 日本原子力研究開発機構 2013/3/7

日本災害DIGITALアーカイブ
ハーバード大学エドウィン・O・
ライシャワー日本研究所

2013/3/7

立教大学共生社会研究センター 立 教 大 学 共 生 社 会 研 究 セ ン タ ー 2013/3/7
東日本大震災の記録 東北学院大学 2013/8/7
土木学会東日本大震災アーカイブサイ
ト

土木学会 2014/7/23

農林漁業協同組合の復興への取組み記
録 東日本大震災アーカイブズ

株式会社　農林中金総合研究所 2015/1/15

防災科学技術研究所自然災害情報室蔵
書目録

防災科学技術研究所自然災害情報
室

2015/4/16

はまどおりのきおく－未来へ伝える震
災アーカイブ－

医療創生大学 2015/6/29

みえ防災・減災アーカイブ
三重県・三重大学みえ防災・減災
センター

2015/12/7

福島原子力事故関連情報アーカイブ 日本原子力研究開発機構 2016/2/9
放射線医学県民健康管理センター デジ
タルアーカイブ

福島県立医科大学放射線医学県民
健康管理センター

2017/3/31

災害写真データベース 消防防災科学センター 2020/1/10

NHK東日本大震災アーカイブス 日本放送協会 2013/3/7

河北新報 震災アーカイブ 株式会社 河北新報社 2013/3/7
3.11 忘れない FNN東日本大震災アーカ
イブ

株式会社フジテレビジョン・FNN 2013/3/7

東 日 本 大 震 災   写 真 保 存 プ ロ ジ ェ ク ト ヤフー株式会社 2013/3/7

東日本大震災アーカイブFukushima
東日本大震災アーカイブ福島協議
会

2013/3/7

未 来 へ の キ オ ク グーグル株式会社 2013/3/7
NWEC災害復興支援女性アーカイブ 国立女性教育会館 2013/11/8
赤十字原子力災害情報センターデジタ
ルアーカイブ

日本赤十字社 2013/11/8

わかりやすいプロジェクト 国会事故調
編

わかりやすいプロジェクト 国会事
故調編

2014/3/12

3がつ11にちをわすれないためにセン
ター

せんだいメディアテーク 2014/10/1

防災専門図書館蔵書
防災専門図書館（全国市有物件災
害共済会）

2014/10/15

災害・文献データベース 中越防災安全推進機構 2014/10/21
niconico 株式会社ドワンゴ 2015/3/3
311ドキュメンタリーフィルム・アーカ
イブ

山形国際ドキュメンタリー映画祭 2015/5/12

3.11いわてNPOチラシアーカイブ いわて連携復興センター 2019/3/11
「語り継ぐもの」―中越地震データ
ベース―

「語り継ぐもの・中越地震データ
ベース構築事業」　実行委員会

2020/1/22
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