
47機関
約450万件の
データを検索可能
（令和3年度7月末現在）

47 organizations
about 4.50 million

data available
（as of July 2021）

Web pagesウェブページ
被災前・被災後の自治体や行政府省、各種
団体のウェブページを見ることができます

Web pages published by local towns, 
government and organizations 
before and after the disasters

証言

地震等の災害が発生した際の様子を見たり
被災者の証言を聞いたりすることができます
Damage caused by earthquake and tsunami, 
etc. Testimonies of afflicted people

Documents
文書

Books, Serials, Newspapers
図書・雑誌・新聞等

震災に関する記録をキーワード等により検索できます
一部は本文もインターネットで見ることができます

Materials concerning earthquake disaster are 
searchable by keywords, partly readable via Internet

東日本大震災に関する音声・動画、写真、ウェブ情報等を
包括的に検索できるポータルサイトです。

A portal site for the comprehensive searching of sound 
recordings, videos, photos,  web information and 

other materials related to the Great East Japan Earthquake.

https://kn.ndl.go.jp

Nationl Diet Library
Great East Japan Earthquake Archive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…
"To hand down all records and lessons related to earthquake disasters to future generations"

記録映像
Sound and videos Testimonies

記録写真
Pictures

航空写真

Pictures before and after disasters Aerial 
photographs taken at the afflicted area

被災前・発災時・被災後の写真や
被災地の航空写真を見ることができます

Aerial Photographs



メタデータ アーカイブ

修復後の文書
The restored document

漉ばめ機を使って欠損部を補修
Repairing damaged pages 
with a leafcasting machine

修復前の吉田家文書
The Yoshida-ke monjo 
before treatment

2011.03.19 仙台空港（定点観測） 　提供者：岩沼市さわやか市政推進課

Formulating a disaster prevention 
plan based on past plans and damage 
of the Great East Japan Earthquake

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

Using reports on the accident and 
documents of the past administration 
of nuclear power generation in a 
program featuring the Fukushima 
Daiichi Nuclear Power Station accident

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

Preparing educational materials using 
photos and reports

震災アーカイブポータルで検索できる写真、
報告書等を用いて、防災教育教材を作成

Developing and providing web 
services and applications useful for 
disaster prevention by mashup 
(combining) with other APIs

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

Simulating possible future damage by 
tsunami using old documents on past 
earthquakes and videos of the Great 
East Japan Earthquake

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

記録の種別
Type of records

ウェブサイト
Websites

記録文書
Documents

音声・動画
Videos

写　真
Photos

研究情報
ファクトデータ

Research information
and fact data

刊行物・出版物
Publications

記録の媒体は、紙・デジタルを問わない
Target records include both in paper and digital

国、自治体
National government and

municipalities

図書館、博物館、文書館
Libraries, museums and archives

大　学
Universities

報道機関
Media organizations

NPO、ボランティア団体
NPOs and volunteer groups

企　業
Companies

個　人
Individuals

学会、研究機関
Academic societies and

research institutes

各機関が作成・保有する記録
Records created and held

by each organization

国立国会図書館
東日本大震災アーカイブ

（ひなぎく）

記録の所在
の把握

Identifying
the location
of records

統合検索
integrated
search

日時・場所・主題
からの検索・表示

Searching and displaying
by year, month and day,

place, and subject

APIの提供
Providing

API

電子書庫での
長期保存

Long-term 
preservation
at Digital 
Storage

NDL
Great East Japan

Earthquake Archive
“HINAGIKU”

ユーザによる活用
Utilization

自治体
Local

governments

Whole image of the NDL Great East Japan Earthquake Archive全体イメージ図

Metadata
メタデータ

Collection
and

Preservation

収集
保存

Contents
コンテンツ

　 Archives cooperating with HINAGIKU
連携先アーカイブ

Metadata

ひなぎくは53のアーカイブと連携しており、連携先が持っているコンテンツも

ひなぎくから一元的に検索することができます。

The search target of the HINAGIKU contents from 53 archives 
cooperating with HINAGIKU, as well as contents collected by the NDL. 

Archives

2.38million

4.48million

21

53

NPO
NPOs

報道機関
Media

organizations

教育機関
Educational
institutions

地震学・防災
科学研究者
Seismologist and

researchers on
disaster prevention

IT技術者
IT technical

experts

Provide

提供
活用

国立国会図書館
National Diet Library

作成者・保有者
Creator and holder

　 Conservation and  restoration of tsunami-damaged cultural properties
被災文化財の修復
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国立国会図書館は、東日本大震災からの復興支援の一環として、津波で壊滅的な被害を受けた

図書館から救出された歴史文書「吉田家文書」の修復を行いました。

As part of its support for libraries affected by the Great East Japan Earthquake, the National 
Diet Library took part in the conservation and restoration of the Yoshida-ke monjo (Yoshida 
Family Documents), which were rescued from a library that was devastated by a tsunami.

3がつ11にちをわすれないためにセンター

Center for Remembering 3.11 [sendai mediatheque]　　　　　　　

徒歩で救助現場へ あの日 わたしは

み ち の く・ い ま を つ た え 隊 ( 女川 )　看 板 _ 負 け ね ー ど 宮 城   お だ づ な よ 津 波 

【経路研究所】 ケース＠福島県相馬郡新地町　前編

NHK東日本大震災アーカイブス

NHK Great East Japan Earthquake Archives
[Japan Broadcasting Corporation]

東日本大震災アーカイブ宮城　　　　　
 　　　　　　　　　宮城県   

Great East Japan Earthquake　ARCMiyagi 
[ Miyagi Prefectural Government]

みちのく震録伝

Michinoku Shinrokuden System
[International Research Institute of Disaster
 Science at Tohoku university]

日本放送協会

東北大学災害科学国際研究所

せんだいメディアテーク

Considering aid activities in future
earthquakes using records of the
Great East Japan Earthquake as a
reference


