
 

 
 

基礎知識 300 その他 

# 297 Web サイトの構成 

／検索コード 08974 

政府機関の公式サイトのセカンドレベルドメインは何か？ 

 

【解説】 解説ビデオクリップ  

ドメイン名（domain name）は、ネットワークにつながるコンピュータに与える識別子であり、「インターネッ

ト上の住所」のような役割をする。インターネット上の各コンピュータは IP アドレスが与えられ、この識別番

号を使ってコンピュータ間のデータ交換が行われる。しかし、人間にとっては、特定番号（例えば、

202.158.177.221 など）は覚えにくい。そこで、ドメイン名という人間が理解しやすい名前で識別し、Web サ

イトやメールに利用されている。なお、IP アドレスとドメイン名の対応表は DNS サーバが提供する。 

 

ドメイン構成 

ドメイン 組織名 サードレベル セカンドレベル トップレベル 

例 1 名古屋学院大学 
ngu 

大学名 
ac 

研究教育 
jp 

日本国 

例 2 首相官邸 
kantei 
官邸 

go 
政府機関 

jp 
日本国 

 

日本の政府機関（government）のセカンドレベルドメインは go である。日本銀行（Bank of Japan）の URL

は http://www.boj.or.jp/であり、go でなく or であることに注意する（#076 参照）。ドメイン名は政府が管理し

ていない。また、北米ではトップレベルドメインが国名でなく、代わりに .net  .com  .org などとなる。 

サードレベルは機関の英語名から構成されることが多い。一部であるが、経済に関する政府機関とそ

の公式サイトの URL を以下に列記する。 

1. 財務省（Ministry of Finance）     http://www.mof.go.jp/ 

2. 総務省 統計局（the Statistics Bureau）    http://www.stat.go.jp/ 

3. 金融庁（Financial Services Agency）    http://www.fsa.go.jp/ 

4. 内閣府（Cabinet Office）     http://www.cao.go.jp/ 

・経済社会総合研究所（Economic and Social Research Institute） http://www.esri.go.jp/ 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. なぜアメリカのトップレベルドメインには国名が付かないのか。 

2. 内閣府経済社会総合研究所の URL をチェックせよ。 

3. 日本銀行の URL をチェックせよ。 



 

 
 

基礎知識 300 その他 

# 298 経済とインターネット 

／検索コード■■■ 

ポッドキャストとは何か。経済に関連するポッドキャストを調べよ。 

 

【解説】 解説ビデオクリップ  

ポッドキャスト（Podcast）は、Apple 社の携帯マルチメディアプレーヤーである iPod と、放送を意味する

broadcast を組み合わせた造語である。一般的には、ネットラジオを自動録音して、収集された放送を好き

なときに聴取するシステムを指す。専用のソフト（主に iTunes）に自分の好きなネットラジオ局のアドレスを

登録しておけば、 新の放送内容が公開されるたびにこれを自動的に受信してくれる。iTunes で「経済」

を検索すれば、下図のようなコンテンツが表示される。その多くは無料で視聴

できる。また、経済財政諮問会議のサイト（http://www.keizai-shimon.go.jp/）で

は、多様な形式で広報している。配布資料や説明資料は、PDF 形式でダウン

ロードできる。記者会見の動画クリップをポッドキャストで配信している。 

内閣の中心である首相官邸のサイト（http://www.kantei.go.jp/）からは、すべての省庁にリンクされてい

る。政府広報として、内閣のメーリングリストでは希望者に向けてメール配信を実施している。サイトには写

真や Flash だけでなく、今では政府インターネットテレビ（http://nettv.gov-online.go.jp/）での広報も実施し

ている。その他、子供や高校生向けの学習サイトも用意されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. 経済財政諮問会議からポッドキャストで会議後の記者会見を iTunes でチェックせよ。 

2. 無料の英語学習にはどのようなポッドキャストがあるか。 

3. 政府インターネットテレビの 31ch で「地域の元気」のコンテンツをチェックせよ。 



 

 
 

基礎知識 300 その他 

# 299 サミット 

／検索コード■■■ 

これまでに主要国首脳会議（サミット）は、日本で何回開催されたか。 

 

【解説】 解説ビデオクリップ  

主要国首脳会議は、アメリカ合衆国、イギリス、イタリア、カナダ、ドイツ、日本、フランス、ロシアの 8 ヶ国

およびEU 議長国の政府首脳、欧州委員会委員長が年1 回集まり、国際的な政治経済課題を討議する。

下表のように日本では 5 回開催されている。 

回 年 開催都市 開催国（議長国） 参加首相 
1 1975 ランブイエ フランス 三木武夫

2 1976 プエルトリコ アメリカ 三木武夫

3 1977 ロンドン① イギリス 福田赳夫

4 1978 ボン① 西ドイツ 福田赳夫

5 1979 東京① 日本 大平正芳

6 1980 ベネチア① イタリア 大来佐武郎（外相） 
7 1981 オタワ カナダ 鈴木善幸

8 1982 ベルサイユ フランス 鈴木善幸

9 1983 ウイリアムズバーグ アメリカ 中曽根康弘 
10 1984 ロンドン② イギリス 中曽根康弘 
11 1985 ボン② 西ドイツ 中曽根康弘 
12 1986 東京② 日本 中曽根康弘 
13 1987 ベネチア② イタリア 中曽根康弘 
14 1988 トロント カナダ 竹下 登

15 1989 アルシュ フランス 宇野宗佑

16 1990 ヒューストン アメリカ 海部俊樹

17 1991 ロンドン③ イギリス 海部俊樹

18 1992 ミュンヘン ドイツ 宮澤喜一

19 1993 東京③ 日本 宮澤喜一

20 1994 ナポリ イタリア 村山富市

21 1995 ハリファックス カナダ 村山富市

22 1996 リヨン フランス 橋本龍太郎 
23 1997 デンバー アメリカ 橋本龍太郎 
24 1998 バーミンガム イギリス 橋本龍太郎 
25 1999 ケルン ドイツ 小渕恵三

26 2000 九州・沖縄 日本 森 喜朗

27 2001 ジェノバ イタリア 小泉純一郎 
28 2002 カナナスキス カナダ 小泉純一郎 
29 2003 エビアン フランス 小泉純一郎 
30 2004 シーアイランド アメリカ 小泉純一郎 
31 2005 スコットランド イギリス 小泉純一郎 
32 2006 サンクトペテルブルグ ロシア 小泉純一郎 
33 2007 ハイリゲンダム ドイツ 安倍晋三

34 2008 北海道・洞爺湖 日本 福田康夫

35 2009 ラクイラ イタリア 麻生太郎 
36 2010 トロント カナダ 菅直人 



 

 
 

基礎知識 300 その他 

# 300 ギリシア文字 

／検索コード 05037 

ギリシア文字でμ、δ、σを何と読むか。 

 

【解説】 解説ビデオクリップ  

ギリシア文字は、経済学や数学・統計学などの計算における記号として利用することがある。大文字・

小文字があるが、これらの読み方は以下の通り。μ、δ、σはすべて小文字である。 

 

表 ギリシア文字の読み一覧 

大文字 小文字 読み方 記号として利用 
Α α アルファ 係数 
Β β ベータ 係数 
Γ γ ガンマ 係数 
Δ δ デルタ 微分 
Ε ε エプシロン  
Ζ ζ ゼータ  
Η η エータ  
Θ θ シータ 角度 
Ι ι イオタ  
Κ κ カッパ  
Λ λ ラムダ  
Μ μ ミュー 平均 
Ν ν ニュー  
Ξ ξ クシー  
Ο ο オミクロン  
Π π パイ 総積、円周率 
Ρ ρ ロー 密度 
∑ σ シグマ 総和、標準偏差 
Τ τ タウ  
Υ υ ウプシロン  
Φ φ ファイ  
Χ χ カイ χ2 分布 
Ψ ψ プサイ  
Ω ω オメガ オームの単位記号 

 

【関連問題】 年    月    日 

1. ∑はどのような計算で利用されるか。 

2. 円周率を表すには、どのようなギリシア文字が利用されるか。 

3. 平均を表すには、どのようなギリシア文字が利用されるか。 

4. 標準偏差を表すには、どのようなギリシア文字が利用されるか。 


