
小樽商科大学 卒業論文 （平成５年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成5 9781 香港をめぐる中英関係　-97年問題を展望して-
平成5 9782 1960,70年代のｱﾒﾘｶ経済
平成5 9783 中国経済の発展と転換
平成5 9784 香港－広東省ﾘﾝｹﾞｰｼﾞと華南経済圏の形成
平成5 9785 発展途上国における環境破壊　-熱帯林の現状-
平成5 9786 大恐慌とﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙの景気回復政策
平成5 9787 ECの共通農業政策
平成5 9788 日本の公的年金制度の現状と課題
平成5 9789 金融政策と金融自由化

平成5 9790
日米経済摩擦、経済戦争　-根底に潜む原因，その解決のために日本のと
るべき態度とは?-

平成5 9791 金融・財政・年金のﾏｸﾛ分析
平成5 9792 平成不況の景気と経済
平成5 9793 日本の損害保険
平成5 9794 日本の自動車業界と世界の現場
平成5 9795 ｶﾞｯﾄにおける農業交渉
平成5 9796 金融の自由化と構造変化
平成5 9797 EC統合、欧州連合（EU）へ
平成5 9798 途上国型戦略的貿易政策
平成5 9799 日本の製造業の海外直接投資とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化
平成5 9800 ECの通貨統合
平成5 9801 ｱｼﾞｱNLESの成長と日本
平成5 9802 日本のODA
平成5 9803 地球環境問題に関する考察
平成5 9804 日本の経常収支問題
平成5 9805 北海道新幹線とその波及効果
平成5 9806 ﾄﾞｲﾂ統一　-歴史的観点からの検証-
平成5 9807 ﾎﾝﾀﾞと経営戦略
平成5 9808 平成景気における株価検証
平成5 9809 米は小麦になれるか
平成5 9810 1980年代東京における地価高騰の分析
平成5 9811 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの食糧問題と成長過程
平成5 9812 稲作農家　-規模拡大の展開と可能性-
平成5 9813 日本と北海道の労働力移動の分析
平成5 9814 公益事業における料金設定方式
平成5 9815 直接投資と輸出自主規制　-1980年代の鉄鋼産業について-
平成5 9816 厚生年金と適格年金
平成5 9817 保険需要量決定理論
平成5 9818 日本企業の直接投資とｱｾｱﾝ諸国の動向、及びその経済的影響
平成5 9819 欧州市場統合における政策と諸課題
平成5 9820 観光の経済分析
平成5 9821 NAFTA（北ｱﾒﾘｶ自由貿易協定）についての一考察
平成5 9822 日本とｱﾒﾘｶ合衆国の経済関係について
平成5 9823 地球温暖化と経済活動
平成5 9824 日本の建築業に関する一考察
平成5 9825 ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ曲線と産業構造
平成5 9826 ｶﾙﾃﾙと規制
平成5 9827 環境問題と経済のﾐｸﾛ的考察
平成5 9828 公共選択論
平成5 9829 経済的平等の概念と実現
平成5 9830 不確実性と情報の経済分析
平成5 9831 ﾊﾞﾌﾞﾙ発生の原因とその対策
平成5 9832 先物取引の歴史、仕組と機能
平成5 9833 企業金融と金融自由化の関係
平成5 9834 日本の国債流通市場と金利構造
平成5 9835 二項ｵﾌﾟｼｮﾝ価格公式の導出
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平成5 9836 日本のﾊﾞﾌﾞﾙの分析
平成5 9837 金利の期間構造　-純粋期待理論の妥当性-
平成5 9838 新しい消費概念の誕生　-体験的消費-
平成5 9839 ﾋﾞｰﾙ業界における地域限定販売　-商品のｺﾝｾﾌﾟﾄと役割-
平成5 9840 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞにおけるﾏﾆｭｱﾙ戦略
平成5 9841 ｲﾄｰﾖｰｶ堂の"業革"にみるｽｰﾊﾟｰのﾘｽﾄﾗｸﾁｬﾘﾝｸﾞの考察
平成5 9842 農産物市場における野菜流通の変貌
平成5 9843 富士重工業のﾁｬﾈﾙ戦略
平成5 9844 商品としての「結婚式」の複雑性の考察
平成5 9845 札幌における統合ｽｰﾊﾟｰの競合
平成5 9846 ﾀｲへ進出した日系企業の技術移転　-自動車産業を事例として-
平成5 9847 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの工業化　-日本・NIESの直接投資との関係-
平成5 9848 わが国自動車産業の国際化
平成5 9849 我が国ODAの実情　-ｱｾｱﾝ諸国に対する影響-
平成5 9850 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ工業化とその戦略
平成5 9851 中国の対外開放政策
平成5 9852 日本の対ﾏﾚｰｼｱ直接投資とﾈｯﾄﾜｰｸの形成
平成5 9853 韓国の経済成長と日本との関係
平成5 9854 ﾀｲにおける日本的経営
平成5 9855 85年不況を転換期とするｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙの産業高度化戦略
平成5 9856 IBMの事業展開
平成5 9857 ﾏﾚｰｼｱにおける海外直接投資と現地企業
平成5 9858 ｢ﾛｲｽﾞ｣の危機的状況と今後の展望
平成5 9859 変革の時期を迎えた保険事業
平成5 9860 金融環境の変化と生命保険会社
平成5 9861 生命保険商品の貯蓄性について
平成5 9862 社会保障としての公的年金制度
平成5 9863 福祉における保険事業の在り方
平成5 9864 生活保障ｼｽﾃﾑと生命保険の関係
平成5 9865 長寿社会に向けた日本の医療保障制度の在り方
平成5 9866 生命保険事業の効率化と透明性
平成5 9867 損害保険会社の多角化経営
平成5 9868 自動車保険の現状と今後の課題
平成5 9869 公的年金の問題と改革について
平成5 9870 ｢日本的生産ｼｽﾃﾑ｣の検討
平成5 9871 白い大地とTREUGOL’NIK　-日米ﾛ自動車合併企業設立への提言-
平成5 9872 「検証　小樽市の提言する１つのＫ」　-生き残りのための観光-
平成5 9873 ﾊｲﾃｸﾊﾟｰｸによる北海道産業の振興
平成5 9874 ﾔｵﾊﾝが中国に及ぼす影響とその将来について
平成5 9875 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ産業における規格競争戦略
平成5 9876 ｾﾞｸﾞﾒﾝﾄ情報の開示制度
平成5 9877 価格変動時における期間利益計算の諸課題
平成5 9878 株式会社の日本型経営の転機
平成5 9879 会計基準の国際的調和化の限界と課題
平成5 9880 資金計算書
平成5 9881 銀行会計と銀行の今後の課題
平成5 9882 資産再評価論の再検討
平成5 9883 ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報の会計
平成5 9884 企業の経営分析　-自動車会社-
平成5 9885 税務会計と財務会計の相違　-確定決算主義に関する考察-
平成5 9886 棚卸資産の原価配分
平成5 9887 ｢連結一般基準｣の概要と問題点
平成5 9888 先物・ｵﾌﾟｼｮﾝ取引の会計処理と開示
平成5 9889 合併会社　-制度会計に向けて-
平成5 9890 社債の会計的課題
平成5 9891 時価情報の開示
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平成5 9892
ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝ会計　-一般物価変動会計と個別価格変動会計の計算構造的
側面-

平成5 9893 減価償却の本質
平成5 9894 設備投資計画の経済性計算
平成5 9895 予算管理から販売計画
平成5 9896 VA・VEと原価企画
平成5 9897 CVP分析についての考察
平成5 9898 事業部制会計
平成5 9899 直接原価計算と利益計画
平成5 9900 原価計算論の変遷と展望
平成5 9901 原価計算基準の考察　-｢基準｣改訂の方向-
平成5 9902 薬物濫用と薬物依存
平成5 9903 日本のしつけ
平成5 9904 ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ形成
平成5 9905 知的障害者の就労問題
平成5 9906 YG性格検査
平成5 9907 ｽﾎﾟｰﾂと疲労
平成5 9908 産業疲労と単調作業の防止・対策
平成5 9909 女性のｱﾙｺｰﾙ依存症
平成5 9910 登校拒否
平成5 9911 日本の小売業態における発展と展望
平成5 9912 西欧の商業調整政策に関する考察
平成5 9913 広告論
平成5 9914 公益事業の特性と規制緩和
平成5 9915 わが国における百貨店の発展と展望
平成5 9916 小売業におけるPOSﾃﾞｰﾀ活用
平成5 9917 ｽｰﾊﾟｰﾁｪｰﾝの経営と戦略
平成5 9918 米流通ｼｽﾃﾑの展開と構造
平成5 9919 法人税の概要について
平成5 9920 資本と利益の区分
平成5 9921 ﾋﾞｰﾙ業界における財務分析
平成5 9922 ﾏｸﾛ経済政策の論争

平成5 9923
我が国におけるリース取引にかかる会計基準に関する意見書の課題につ
いて

平成5 9924 石油産業の今後
平成5 9925 米国と英国における会計監査人をめぐる訴訟・賠償責任問題の動向
平成5 9926 資産の評価基準
平成5 9927 卸売業の現状とその行方
平成5 9928 財務分析とその実践的方法
平成5 9929 国際会計基準
平成5 9930 金融構造の変化と金融政策の変遷
平成5 9931 決済ｼｽﾃﾑの変貌
平成5 9932 海外資金調達と為替ﾘｽｸﾍｯｼﾞ
平成5 9933 銀行・証券相互参入の背景と問題点
平成5 9934 ﾊﾞﾌﾞﾙ経済の生成･崩壊と銀行経営
平成5 9935 日本経済発展の特質
平成5 9936 基軸通貨の変遷と円の国際化
平成5 9937 ﾊﾞﾌﾞﾙ以降の金融政策
平成5 9938 国際通貨協力と政策協調
平成5 9939 ｶｰﾄﾞ社会とｸﾚｼﾞｯﾄ産業
平成5 9940 証券市場における公正な証券取引の確立にむけて
平成5 9941 ﾊﾞﾌﾞﾙ崩壊と経済不況
平成5 9942 国連平和維持活動の歴史と展望
平成5 9943 冷戦と日本
平成5 9944 「国際連合の機能強化に関する一考察」
平成5 9945 人権の国際的保護における実施措置の研究
平成5 9946 国際司法裁判所の判決の執行について
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平成5 9947 日本の放送法制　-課題と展望-
平成5 9948 環境権の展開と裁判
平成5 9949 教科書検定
平成5 9950 報道による人権侵害とその救済
平成5 9951 わが国の刑事手続きの違憲性　-代用監獄制度と接見交通指定-
平成5 9952 人権宣言と女性の権利
平成5 9953 「同性愛者」あるいはGAYと人権
平成5 9954 天皇
平成5 9955 刑罰と人権　-死刑制度を考える-
平成5 9956 知る権利と情報公開制度の現実と課題
平成5 9957 青少年保護条例とその問題点
平成5 9958 熊本水俣病における国，県の不作為と国家賠償責任
平成5 9959 水泳事故と国家賠償
平成5 9960 近のいじめ事故と国家賠償責任
平成5 9961 危険玩具への規制制限と国家賠償責任
平成5 9962 薬事訴訟における国の責任
平成5 9963 ﾀﾞﾑの設置・管理の瑕疵に関する国家賠償
平成5 9964 教師の懲戒と国家賠償
平成5 9965 危険なｸﾗﾌﾞ活動に伴う学校事故
平成5 9966 道路の瑕疵と国家賠償法第2条
平成5 9967 行政指導の実効性担保措置とその問題点
平成5 9968 警察官の武器使用と国家賠償責任
平成5 9969 従業員の引き抜きの法的責任
平成5 9970 危険負担-債権者主義規定の制限-
平成5 9971 白紙委任状交付の効力とその転得者による濫用
平成5 9972 相殺における第三債務者の権利とその濫用

平成5 9973
労務遂行における事業主の責任に関する考察　-いわゆる「安全配慮義
務」について-

平成5 9974 双方過失の不法行為に基づく損害賠償債権相互間の相殺の許否
平成5 9975 保険金債権上の質権と抵当権に基づく物上代位との優劣
平成5 9976 我が国における現代型公害に対する差止の法的根拠について
平成5 9977 抵当権者による濫用的短期貸借人に対する明渡請求
平成5 9978 集合動産譲渡担保と動産売買先取得権の優劣について
平成5 9979 貸金業規制法の制定における背景と意義の基礎的考察
平成5 9980 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ取引と消費者問題
平成5 9981 借地借家法と土地有効利用
平成5 9982 契約の解除による原状回復義務と保証人の責任
平成5 9983 自己株式取得緩和について
平成5 9984 株主代表訴訟制度
平成5 9985 自己株式取得の規制緩和
平成5 9986 新株発行の無効原因
平成5 9987 取締役の解任と損害賠償の範囲
平成5 9988 釈明権・釈明義務　-その行使基準-
平成5 9989 損害賠償請求訴訟における割合的解決論
平成5 9990 少年審判に再審の途を
平成5 9991 訴訟促進　-弁論の活性化と和解兼弁論-
平成5 9992 公害訴訟における因果関係の証明責任　-立証困難の克服-
平成5 9993 争点効と信義則
平成5 9994 紛争管理権説の当否について
平成5 9995 裁判を受ける権利
平成5 9996 史談契約成立後における追加賠償の是非
平成5 9997 再販売価格維持制度
平成5 9998 就業規則の不利益変更の法的問題と判例
平成5 9999 労働協約の一般的拘束力に関する考察
平成5 10000 外国人労働者問題
平成5 10001 国鉄分割・民営化に於ける労働法的問題
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平成5 10002 合意解約をめぐる法的問題点
平成5 10003 長期の年次有給休暇取得をめぐる法的問題点
平成5 10004 特許権侵害の救済　-損害賠償-
平成5 10005 現行著作権法における「引用」に関わる問題
平成5 10006 日本における比較広告のあり方
平成5 10007 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｪｱの保護　-日米著作権法の比較-
平成5 10008 わが国の商標法における「使用の強化」
平成5 10009 応用美術の著作権による保護
平成5 10010 ｷｬﾗｸﾀｰと商品化権
平成5 10011 ｶﾗｵｹ文化と｢著作権｣
平成5 10012 日米半導体摩擦の考察
平成5 10013 ｶﾞｯﾄと環境問題
平成5 10014 米国1930年関税法337条による知的財産権侵害物品の取り締り
平成5 10015 鉄鋼ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ問題についての考察
平成5 10016 GATTにおける途上国
平成5 10017 農業問題とｶﾞｯﾄ
平成5 10018 定型取引条件について考える
平成5 10019 ECの製造物責任
平成5 10020 国際私法上の婚姻の概念
平成5 10021 国際取引における外貨貨物保険
平成5 10022 国際金融契約の準拠法について考える
平成5 10023 適配置問題と動的施設配置問題
平成5 10024 ORの研究　-巡回ｾｰﾙｽﾏﾝ問題の応用-
平成5 10025 C言語による経営分析ｿﾌﾄｳｪｱの開発
平成5 10026 巡回ｾｰﾙｽﾏﾝ問題の研究
平成5 10027 ﾆｭｰﾄﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸ研究-ﾊﾞｯｸﾌﾟﾛﾊﾟｹﾞｰｼｮﾝ
平成5 10028 ｼｭﾀｲﾅｰ問題の研究
平成5 10029 適配置問題におけるﾎﾞﾛﾉｲ図の研究　-小樽市を例にした考察-
平成5 10030 RSA暗号の研究
平成5 10031 地域施設配置計画の研究
平成5 10032 階層的意思決定分析法（AHP）
平成5 10033 情報化と企業戦略　-戦略的武器としての情報ｼｽﾃﾑの利用-
平成5 10034 ENERGY'96　-地球環境時代におけるｴﾈﾙｷﾞｰ社会のあり方について-
平成5 10035 日本の半導体産業の軌跡
平成5 10036 身体の向上のために
平成5 10037 物流の変革
平成5 10038 日本企業の雇用と賃金　-賃金制度の変化からの考察-
平成5 10039 労働者の新しい健康管理ｼｽﾃﾑの在り方について
平成5 10040 INS普及のために　-誕生の背景と普及過程における諸問題-
平成5 10041 ﾘｰｽ取引に係る会計基準に関する研究
平成5 10042 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀにおけるﾌﾗｸﾀﾙの表現について

平成5 10043
情報ｼｽﾃﾑにおけるｵｰﾌﾟﾝｼｽﾃﾑの導入とそれに対するﾒｲﾝﾌﾚｰﾑﾒｰｶｰの対
策について

平成5 10044 学歴社会と大学改革
平成5 10045 造船業における受注選択のｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
平成5 10046 人工知能の目指すところ
平成5 10047 精神と物質についての哲学的、思想的考察

平成5 10048
北海道における生活の質の基礎的研究－生活の質の指標化と市町村のﾗ
ﾝｸ付け－

平成5 10049 都市公園に関する基礎的研究－理想公園の定義－
平成5 10050 北海道市町村の生活の質に関わる基礎的研究
平成5 10051 北海道観光の重回帰ｱﾌﾟﾛｰﾁによる需要予測の基礎的研究
平成5 10052 旅行費用ｱﾌﾟﾛｰﾁによるﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ財の滞在的価値推定の基礎的研究
平成5 10053 ｸﾛｽｾｯｼｮﾝﾃﾞｰﾀによる北海道観光需要予測の基礎的研究
平成5 10054 北海道観光の需要予測に関する基礎的研究
平成5 10055 ペトリネットによる離散事象システムのモデル化と解析に関する研究
平成5 10056 ﾏﾙｺﾌ連鎖のﾌﾛｰｸﾞﾗﾌを用いた解析について
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平成5 10057 確立ﾍﾟﾄﾘﾈｯﾄによるｼｽﾃﾑの性能評価に関する研究
平成5 10058 単一ﾙｰﾌﾟ型生産ｼｽﾃﾑのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
平成5 10059 Neural Works によるﾆｭｰﾗﾙﾈｯﾄﾜｰｸの研究
平成5 10060 M系列による乱数
平成5 10061 複数窓口同時ｻｰﾋﾞｽ並進待ち行列の入力規制に関する研究
平成5 10062 GPSSによる自動生産ｼｽﾃﾑのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
平成5 10063 PASCAL SIMULATION PROGRAMING SYSTEM
平成5 10064 企業とCIM
平成5 10065 ＭＲＰⅡによるｷｬｯｼｭﾌﾛｰの 大化
平成5 10066 FASｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ
平成5 10067 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ生産ｼｽﾃﾑにおけるﾍﾟﾄﾘﾈｯﾄ解析
平成5 10068 2階層生産ｼｽﾃﾑにおける一解法
平成5 10069 工程設計へのｺﾝﾋﾟｭｰﾀへの応用
平成5 10070 ﾌｧｼﾞｲによるｼｽﾃﾑの信頼性
平成5 10071 ﾌｧｼﾞｲ線形計画法
平成5 10072 ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ問題に対するAIｱﾌﾟﾛｰﾁ
平成5 10073 社会科学と自己組織性
平成5 10074 囚人のﾊﾟﾗﾄﾞｯｸｽの検討
平成5 10075 交渉理論についての考察
平成5 10076 ｾﾞﾛ和2人ｹﾞｰﾑの理論－その解法と応用－
平成5 10077 有限回繰り返しｹﾞｰﾑと無限回繰り返しｹﾞｰﾑ
平成5 10078 「ｹﾞｰﾑ論的な投票の問題」に関する考察
平成5 10079 協力ｹﾞｰﾑにおける結託という行動基準
平成5 10080 ｹﾞｰﾑの理論と線形計画法
平成5 10081 勝つための戦略
平成5 10082 寡占市場におけるｹﾞｰﾑ理論の適用
平成5 10083 線形計画法とｹﾞｰﾑの理論
平成5 10084 複占ﾓﾃﾞﾙでの非協力ｹﾞｰﾑの均衡
平成5 10085 北海道32都市における魅力度比較の考察
平成5 10086 公務員の人事管理に関する意識
平成5 10087 A Word Index to Joyce's Dublin's and its Vocabulary Analysis
平成5 10088 Women in Dubliners
平成5 10089 Women in A Portrait of the Artist as a Young Man
平成5 10090 A Word Index to Salinger's Nine Stories and its Vocabulary Analysis

平成5 10091
A Word Index to Salinger´s the Catcher in the Rye and its Vocabulary
Analysis

平成5 10092 A Vocabulary Analysis and Word Index to Wiliam Golding's lord of Flies
平成5 10093 Places　in　Nursery　Rhymes
平成5 10094 A Word Index to John Keats and Vocabulary　Analysis
平成5 10095 Student's Mistakes with Learning Basic English Words
平成5 10096 Researches on Categorizing Japanese Joshi Particles

平成5 10097
Second Language Teaching in the Classroom Based on the Natural
Approach

平成5 「10098-10103」は修士論文
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