
小樽商科大学 卒業論文 （平成23年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成23 17900 マイカル小樽の失敗とウィングベイ小樽再生への道に関する研究
平成23 17901 若年層に広がる格差の現状
平成23 17902 欧州の経済統合と共通通貨の役割
平成23 17903 戦略的デザインマネジメント
平成23 17904 スポーツと地域　-クラブ経営から見るサッカー-
平成23 17905 政務調査費の適正化に向けて

平成23 17906 Theatres Are in Danger　-Perceptual Differences between UK and Japan-

平成23 17907 ナポレオン・ボナパルト
平成23 17908 「不思議の国のアリス」における言葉遊びの魅力

平成23 17909
The Methods to Express Emotions Effectively in Computer Mediated
Communication　-A comparison between English and Japanese-

平成23 17910 原発マネーによる地方財政への影響
平成23 17911 ペリー来航と日本
平成23 17912 クーポンについて
平成23 17913 開国がもたらした、近代日本の変化
平成23 17914 日韓ワールドカップの正体-ナショナリズム的観戦と祭り的観戦-
平成23 17915 クレジットカード利用行動に関する理論
平成23 17916 生命保険の歴史と変遷
平成23 17917 近代日本の流通についての研究と考察
平成23 17918 お菓子業界とPBについて
平成23 17919 製薬業界の現状と今後

平成23 17920
夕張市の地域ブランド戦略　-ゆうばり映画祭の持つ地域ブランド力の可能
性-

平成23 17921 行動経済学の可能性
平成23 17922 たばこ税増税に関する諸問題と今後の在り方
平成23 17923 倉庫業界の現状と澁澤倉庫
平成23 17924 東日本大震災からの日本経済復興への道
平成23 17925 北海道信用金庫業界の動向
平成23 17926 日本の金融制度について
平成23 17927 リレーションシップ・バンキングの実証分析のサーベイ
平成23 17928 ユニクロの成果主義について
平成23 17929 地方公務員給与と地方財政の関連性について
平成23 17930 ビール市場における後発参入企業の戦略分析
平成23 17931 リーマンショック前後の投資信託市場の変化と拡大戦略
平成23 17932 小樽ビールのビジネスモデル分析　-社会的企業としての新戦略提案-
平成23 17933 2013年のブラジル進出成功のための戦略分析
平成23 17934 北海道民は幸せか　ランキングから考える幸福度
平成23 17935 日本のアニメーション産業の構造
平成23 17936 男女間における「モテ」に対する認識のギャップ
平成23 17937 総合商社の構造変化によるビジネスモデルの再構築
平成23 17938 北海道労働金庫の課題と解決策
平成23 17939 ヤマト運輸株式会社の企業分析
平成23 17940 日本のごみ問題とその改善
平成23 17941 我が国における地震保険制度に関する分析
平成23 17942 札幌市におけるヒートアイランド対策
平成23 17943 日本における電力自由化の未来
平成23 17944 消費税の増税に関する考察
平成23 17945 公共経済学の視点から考えるこれからの日本の動物愛護のあり方

平成23 17946
公的医療保険制度の展望と課題　-混合診療解禁と医療機関の株式会社
化-

平成23 17947 我が国の自動車保険制度の在り方
平成23 17948 環境問題に対する金融の役割と課題
平成23 17949 災害応急対策の制度の仕組みについて
平成23 17950 世界の食糧危機の現状と将来的課題の解決
平成23 17951 TPP賛成派、反対派の主張に対する客観的考察及び分析
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平成23 17952
日本における外国人労働者の受け入れ　-現状と受け入れ成功のための
条件-

平成23 17953 TPPの問題と日本農業
平成23 17954 北海道情報化促進とクラウドコンピューティングがもたらす可能性
平成23 17955 ユーロ通貨の現状と展望
平成23 17956 統計データの考察から見る原発「安価神話」の崩壊
平成23 17957 環境税導入が日本そして地球温暖化問題にもたらす効果について
平成23 17958 日本国内のセメント企業の環境対策における考察
平成23 17959 都市銀行の合併効果と数値分析
平成23 17960 太陽光発電の現在の取組から展望まで
平成23 17961 環境破壊が進む世界で自動車が生き残るためには

平成23 17962
日本におけるコーポレートベンチャリングの収益性に対する阻害要因の分
析

平成23 17963 少子高齢社会になる事によって豊かさは奪われない
平成23 17964 日本の電力事情と経済　-東日本大震災から原子力発電について考える-

平成23 17965 100万円を30年投資運用すると
平成23 17966 中小企業向け貸出市場における非効率性
平成23 17967 地震保険制度の課題と展望　-地震保険が普及するために-
平成23 17968 日本人の多重人格性とSNS

平成23 17969
日本の環太平洋戦略的経済連携協定への合意の是非と望ましい貿易政
策

平成23 17970 日本におけるデフレーションの原因の実証分析
平成23 17971 中華人民共和国における経済の急速な発展と今後の成長可能性
平成23 17972 国債問題からみる日本財政の今後　-財政破綻の可能性-
平成23 17973 環太平洋戦略的経済連携協定参加による貿易自由化の危険性について

平成23 17974
環境税の二酸化炭素排出抑制に対する効果と実施に伴う日本経済への
影響

平成23 17975 日本の公的年金制度に関する考察
平成23 17976 女性の労働環境
平成23 17977 中小企業金融機関としての信用金庫
平成23 17978 日本農業に関する考察
平成23 17979 日本の農業問題についての考察
平成23 17980 人口減少の経済効果
平成23 17981 世界金融危機の経済分析
平成23 17982 格差社会の現状と課題
平成23 17983 日本経済の歴史と財政赤字
平成23 17984 日本にカジノを　自治体に税収を
平成23 17985 景気の拡大と下降に影響を与える主な要因
平成23 17986 「開国」か「壊国」か
平成23 17987 正規雇用者と非正規雇用者における所得格差
平成23 17988 アン・ブーリン-中流階級から王妃へ
平成23 17989 マリア・テレジア　-プロイセン王フリードリヒ2世との敵対関係を中心に-
平成23 17990 17世紀オランダ絵画の繁栄
平成23 17991 18-20世紀ドイツにおける医療従事者の社会的地位確立まで
平成23 17992 議会囲い込みとその発展
平成23 17993 NFLの成功と経営戦略
平成23 17994 環太平洋戦略的経済連携協定における農業、工業以外での問題
平成23 17995 イギリスの対内直接投資と経済動向
平成23 17996 統一通貨ユーロの役割と対内直接投資の変化
平成23 17997 地方分権時代の自治体運営について
平成23 17998 子ども手当の是非と所得税増税による財源の確保に関する考察
平成23 17999 自由貿易協定が及ぼす日本への影響と変化
平成23 18000 スポーツ活動の国際化と経済効果
平成23 18001 東日本大震災が及ぼす日本財政への影響
平成23 18002 日本とオーストラリアの経済関係と国際間人的資本
平成23 18003 スポーツ市場の発展とアメリカンフットボールの経済効果
平成23 18004 消費税と相続税の引き上げによる社会保障費の確保
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平成23 18005 国際間人的資本の形成による日本と中国の経済関係への影響
平成23 18006 持続可能な社会保障制度を目指して
平成23 18007 北海道経済の国際化と北方圏農業
平成23 18008 北海道経済の国際化と農業問題
平成23 18009 スポーツ活動の国際化による経済効果
平成23 18010 北海道経済の国際化と港湾都市の振興
平成23 18011 ファミリーレストランの歴史
平成23 18012 日本の居酒屋チェーン店の歴史と経営戦略の分析
平成23 18013 北海道銀行の経営史と今後の展望
平成23 18014 日本のプロ野球の歴史と制度における研究
平成23 18015 ヤマト運輸の歴史　宅急便事業の成功と今後
平成23 18016 製薬企業の変革の歴史と日本経済への影響
平成23 18017 株式会社オリエンタルランドの歴史　-永遠に完成しないテーマパーク-
平成23 18018 「政治と経済の関連性」と「本来の政治の在り方」
平成23 18019 Skypeと経済・社会の関わり
平成23 18020 日本の電力供給　-日本の原発に将来はあるのか-
平成23 18021 教育と報道による人間の洗脳
平成23 18022 株式会社 VS 相互会社　-生命保険会社の海外展開において-
平成23 18023 ゲーム理論を用いた経営戦略
平成23 18024 ハイブリッドカーに乗るのは本当にエコなのか？
平成23 18025 コーヒー危機の概要と要因
平成23 18026 外国人観光客の誘致戦略
平成23 18027 男性の育児参加と少子化
平成23 18028 震災後の消費者の行動分析
平成23 18029 想定外のリスクを把握する
平成23 18030 日本の戦後税制史
平成23 18031 卸売業が必要な理由　-二つの視点から見る卸売業の特徴と強み-
平成23 18032 年金制度の限界
平成23 18033 農業経営診断のすすめ-農業経営の大切さを知るために-
平成23 18034 経営分析から見る中小企業の長期存続において重要な要素

平成23 18035
IFRSにおける財務諸表分析　-HOYA株式会社の有価証券報告書を参考
に-

平成23 18036 小樽活性化への一例　-おたる水族館から探る-
平成23 18037 日本企業が世界市場に認められている魅力は何か
平成23 18038 医療費の地域格差の是非　-差があること・高いことは悪いことか-
平成23 18039 天下りをなくすには　-外郭団体への天下りと補助金の関係を見る-
平成23 18040 YOSAKOIソーラン祭りにおける経済効果の考察
平成23 18041 製造業のこれから-SCMを活用した戦略-
平成23 18042 リーダーシップと組織変革
平成23 18043 病院業務改善・経営改善
平成23 18044 まちづくりにおける合意形成とファシリテーション
平成23 18045 中小企業の持続的発展に向けた信用金庫の役割
平成23 18046 企業におけるシステム進化の源泉

平成23 18047
合意形成とファシリテーションについて　-「医療機関のBSC導入」および
「医療現場の意思決定」への取り組み-

平成23 18048 大卒女性労働力の活用
平成23 18049 これからの音楽ビジネス
平成23 18050 雇用流動化に伴うキャリア形成のあり方
平成23 18051 成果主義下での業績評価に対する納得性
平成23 18052 退職準備教育とWLBによる退職後の生活適応
平成23 18053 ジョブ・ローテーションから導かれるキャリア開発

平成23 18054
ワーク・ライフ・バランスと女性のライフキャリアに対する新しい行政支援の
提言

平成23 18055
フリーターのキャリア自律　-雇用形態多様化に伴うキャリア自律論の拡大
-

平成23 18056 「子育て」と仕事の両立支援策-社会問題・個人・企業の視点から考える-
平成23 18057 日本の家計貯蓄における証券投資比率の動向に関する考察
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平成23 18058 近年の音楽業界の動向に関する考察
平成23 18059 ネットワーク文化の形成過程に関する考察
平成23 18060 日本の吹奏楽の普及要因に関する考察
平成23 18061 生活協同組合における組合員の意識の変化に関する考察
平成23 18062 日本の韓流ブームの促進要因に関する考察
平成23 18063 異性から好意を受けるための条件に関する考察
平成23 18064 日本で女装が受け入れられる理由に関する考察
平成23 18065 被服行動を通じた非言語コミュニケーションに関する考察

平成23 18066
定期演奏会への参加意図形成に関する考察-地域に根ざした大学のオー
ケストラを目指して-

平成23 18067 北海道経済の動向に関する考察
平成23 18068 国際化に必要な英語力に関する考察

平成23 18069
人材活用事業における地域活性の可能性　-NPO法人ETIC「チャレンジ・コ
ミュニティ・プロジェクト」の事例から-

平成23 18070 日本における戦略的CSRの成功要因
平成23 18071 BOPビジネスモデルの歴史的展開の考察と今後の課題
平成23 18072 製薬企業の現状と今後　-準大手企業2社の成長戦略-
平成23 18073 業種別統計分析による労働生産性の研究
平成23 18074 日本企業の国際経営における『英語化』の現状と課題
平成23 18075 CSR経営と雇用　-障害者雇用を例として-
平成23 18076 企業の求めるコンピテンシーと訓練法
平成23 18077 国内風力発電機メーカーの海外展開戦略-再生可能エネルギーの台頭-

平成23 18078
SRI(社会的責任投資）とvice fund（アンチ社会的責任投資）　-日本版 vice
fundのシミュレーションを用いた検証-

平成23 18079 研究テーマ「CSRとは」-時代・地域別に見たCSR-

平成23 18080
グリーンコンシューマーを増やすために　-企業の学校向け環境教育の実
践-

平成23 18081 環境経営から見るリース業の今後の可能性
平成23 18082 先行研究からみる日本のM&A成功条件
平成23 18083 日本小売業の海外進出に向けて
平成23 18084 高齢者とホテル業界
平成23 18085 旭川信用金庫と他の道内金融機関の比較分析
平成23 18086 Facebook　マーケティング
平成23 18087 日本の食の変化とその要因
平成23 18088 「清田族」の研究
平成23 18089 リース業界の競争戦略　-東京センチュリーリースのケース分析-
平成23 18090 日本たばこ産業株式会社の企業分析
平成23 18091 住宅業界の分析　-大手5社に見る旭化成ホームズの方向性-
平成23 18092 消費者の店舗選択行動とマーケティング戦略
平成23 18093 キャラクターマーケティングにおけるストーリー戦略の有効性
平成23 18094 住宅業界における脱コモディティ化戦略

平成23 18095
小売業における従業員教育の重要性と方法　-イトーヨーカ堂の中国進出
の事例から-

平成23 18096 チョコレート・ダイエットに関する考察
平成23 18097 クリエイションとビジネス　コム　デ　ギャルソンとヨウジヤマモト

平成23 18098
日本の経営戦略において成果主義が失敗したといわれる理由の分析と今
後の課題

平成23 18099 国産スマートフォン生産がもたらす日本国内の経済波及効果
平成23 18100 戦略マップから見た食料自給率向上に関する政策

平成23 18101
将来の期待キャッシュフロー予測の際に設定される仮定の妥当性と予測
の精緻化

平成23 18102 顧客満足の視点から見るレラカムイ北海道のサービス
平成23 18103 原子力発電の必要性と今後の展望
平成23 18104 キャラクタービジネス　-地域にもたらすキャラクターの有効性と弊害-
平成23 18105 資生堂のブランド戦略
平成23 18106 インターネット広告がもたらした広告業界における変化
平成23 18107 映像を見る方法の変化
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平成23 18108 排出量取引の会計
平成23 18109 リース資産オンバランス化論の新たな視点
平成23 18110 所有権移転外ファイナンス・リース取引の判定基準
平成23 18111 資産除去債務の会計処理と引当金処理の比較

平成23 18112
日本における減損会計及び国際会計基準・米国会計基準との比較-減損
適用後の事業用資産の回収可能価額の解釈に焦点を当てて-

平成23 18113 減価償却及び耐用年数の考え方の再検討
平成23 18114 大航海時代とポルトガル経済史
平成23 18115 Facebookにおけるブランディングの価値
平成23 18116 金融教育-国際比較の視点から-
平成23 18117 カラーマーケティングについての研究
平成23 18118 日本における企業の社会的責任　-現状と課題-
平成23 18119 日本企業のM&A戦略　-日本電産からの示唆-
平成23 18120 自動販売機マーケティングについて　-自動販売機が消えない理由-
平成23 18121 LCC興隆時代におけるレガシーキャリアの新たな戦略

平成23 18122
ロック・フェスティバルの商品価値　-ライジング・サン・ロック・フェスティバル
を事例として-

平成23 18123 美術館マーケティング　-道立近代美術館を事例として-
平成23 18124 商店街における有効な空き店舗対策事業の研究
平成23 18125 マーケティング競争の観察における理論的視座　-遇有性の展開-
平成23 18126 プロスポーツクラブの経営戦略について
平成23 18127 商店街の持つ公共性とは何か
平成23 18128 スターバックスコーヒーの出店戦略
平成23 18129 学生服市場の構造と発展に関する研究
平成23 18130 買い物難民支援とコープさっぽろについて
平成23 18131 BOPビジネスを行う企業の成功要因とは何か
平成23 18132 公的医療保険制度維持のための民間医療保険の可能性
平成23 18133 少子高齢社会における年金保険
平成23 18134 公的年金制度の問題と改革案
平成23 18135 高齢化社会における医療・介護問題
平成23 18136 ソーシャルメディアマーケティング-ゲーミフィケーションの可能性-
平成23 18137 札幌市の国際観光マーケティング戦略
平成23 18138 キヤノンにおける標準化と適応化戦略
平成23 18139 アニメの国際マーケティング戦略
平成23 18140 MLBの経営について-4つのマーケティング理論に基づいた考察-
平成23 18141 サービス産業の中国進出
平成23 18142 広告モデルから見る欧米化の実態

平成23 18143
「FCバルセロナのマーケティング戦略」-スポーツのマーケティング・ミックス
による考察-

平成23 18144 マーケティングにおけるネーミングの役割とその実態に関する考察
平成23 18145 日米比較に見るソーシャルメディアマーケティングのあるべき姿
平成23 18146 ラグジュアリーブランド戦略-ラグジュアリー価値と中国進出-
平成23 18147 ウォルマートの海外戦略-日・中・韓への市場進出ケース分析-
平成23 18148 テレビコマーシャルの日米比較
平成23 18149 住民訴訟における議会の債権放棄
平成23 18150 子ども虐待の現況と課題
平成23 18151 暴力団対策の現状と課題
平成23 18152 情報公開制度における本人開示
平成23 18153 臓器移植を普及させるためには-日本の死生観の観点から-
平成23 18154 日本に住む外国人参政権についての考察
平成23 18155 国家賠償法2条1項における自然公物の公の営造物性について
平成23 18156 裁判員制度下における死刑選択基準
平成23 18157 「脱」ゆとり教育論
平成23 18158 裁判員制度の円滑な運用に向けて

平成23 18159
「本当はNHK受信料を払いたくない」考えを持ちつつも払ってしまうテレビ所
有者の受信料の社会的正当性に関する考察

平成23 18160 ポルノ漫画規制の現状と未来
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平成23 18161
瑕疵担保責任と土壌汚染-土地に含まれる放射性物質の瑕疵を想定とし
て-

平成23 18162 過失相殺の類推適用-被害者の素因が及ぼす割合的解決について-

平成23 18163
現代家族法における遺留分の意義の再検討- 高裁平成21年3月24日第
3小法廷判決を参考に-

平成23 18164 民法724条後段における除斥期間という概念の存在意義についての考察
平成23 18165 環境権概念の修正と原発差し止め訴訟への適応
平成23 18166 放射能汚染問題についての研究
平成23 18167 知的障害者の雇用問題　-障害者にも選択肢を-
平成23 18168 施設の子供たちと、その幸福について
平成23 18169 もしも余命半年と告げられたなら
平成23 18170 サービス付き高齢者向け住宅の現状と課題
平成23 18171 発達障害児と親の支援についての考察　-いま求められている支援とは-
平成23 18172 理想の保育サービス
平成23 18173 生活保護制度　-稼働世代の自立支援のあり方について-
平成23 18174 ベーシックインカムについて
平成23 18175 フェアトレードの意義と課題
平成23 18176 民法715条　使用者責任　「事業の執行」についての検討と考察
平成23 18177 生命保険契約における死亡保険金の特別受益性について
平成23 18178 銀行取締役の融資判断における善管注意義務
平成23 18179 譲渡担保
平成23 18180 動産担保による資金調達
平成23 18181 著しく不公正な方法による新株又は新株予約権発行の是非
平成23 18182 東海村JCO臨界事故における原子力損害賠償法の適用範囲と風評被害
平成23 18183 株主代表訴訟と破産
平成23 18184 持株会社による企業結合
平成23 18185 法人格否認の法理
平成23 18186 業務命令権と労働者の家庭生活
平成23 18187 取締役と会社の間における利益相反取引
平成23 18188 一般不当利得法における諸問題に対する検討と一考察
平成23 18189 銀行取締役の善管注意義務と経営判断原則
平成23 18190 地震大国日本と地震保険制度
平成23 18191 少年犯罪における法と社会の役割
平成23 18193 ホームレスに関する政策の現状と今後の展望

平成23 18194
登録型派遣労働者の法的保護に関する考察　-派遣労働者の視点から見
る派遣法改正案-

平成23 18195 お客様を動かすために営業スタッフは何ができるか
平成23 18196 様々なリーダーシップの形　-グループのリーダーに必要な資質とは-
平成23 18197 私の節約
平成23 18198 現代ビジネスにおけるチームのあり方
平成23 18199 報道とメディアと著作権法

平成23 18200
フェアユース導入による影響　-導入までの変遷とクラウドサービスとの関
わり-

平成23 18201
ときめきメモリアル事件（ 高裁判決平成13年2月13日民集55巻1号87頁）
へのカラオケ法理の適用

平成23 18202 サービス提供者と利用者の侵害主体性
平成23 18203 職務発明と補給品ビジネスにおける相当の対価
平成23 18204 二次的著作物の権利関係
平成23 18205 言語の著作物の翻案における本質的特徴の直接感得とは何か

平成23 18206
第19回　Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 問題の
研究　-CISGに基づく客観的分析と考察-

平成23 18207 安全配慮義務における不法行為構成の意義
平成23 18208 有責配偶者からの離婚請求
平成23 18209 債権譲渡禁止特約の性質と第三者効
平成23 18210 賃貸更新料訴訟から考える消費者契約法の意義
平成23 18211 無権代理と相続
平成23 18212 住宅紛争における瑕疵担保責任と住宅品質確保促進法
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平成23 18213 生命侵害における損害賠償請求権の相続
平成23 18214 医療補助生殖による親子関係
平成23 18215 解雇権濫用法理における判断基準の明確化
平成23 18216 採用内定取り消しに対する法的保護

平成23 18217
男女雇用機会均等法から見る「間接差別」　-「限定列挙」と「ポジティブ・ア
クション」を考える-

平成23 18218 公立学校教員と時間外勤務問題
平成23 18219 株主優待制度における現状と課題

平成23 18220
銀行取締役と一般的企業の取締役の金融支援における経営判断原則の
違い

平成23 18221 仮眠時間の労働時間性
平成23 18222 有期労働契約の雇止めについて
平成23 18223 雇用差別について考える　-ダイバーシティに向けて-
平成23 18224 憲法9条解釈問題
平成23 18225 死刑制度の存廃の是非について
平成23 18226 冤罪被害防止のための刑事司法改革
平成23 18227 安楽死と尊厳死　-日本における法制化に関する考察-
平成23 18228 ワイマール憲法について　-その成立と崩壊の背景-
平成23 18229 表現の自由および報道の自由に関する考察
平成23 18230 日本における政教分離原則について
平成23 18231 道州制への歩みと北海道
平成23 18232 独占禁止法における抑止力の構築
平成23 18233 独占禁止法の日米比較
平成23 18234 競争回避行動と法規制の限界
平成23 18235 電気通信産業と規制緩和
平成23 18236 独占禁止法と金融業
平成23 18237 独禁法運用で企業行動がどう変わるか？
平成23 18238 「楽観的であること」と「採用面接での演技」は就職活動に有効か否か
平成23 18239 企業の不祥事に見るコーポレートガバナンス
平成23 18240 出生順位とリーダーシップの関係性
平成23 18241 成功を収めたCEOの内向性・外向性について
平成23 18242 電子メールの特徴について
平成23 18243 就職活動の成功とリスニング・スキルの相関性
平成23 18244 ニコニコ動画におけるコラボレーションの分析とケーススタディ
平成23 18245 血液型性格判断と人付き合いの関係性について
平成23 18246 名監督と一般監督のコメント影響力

平成23 18247
大規模自然災害時の自治体間支援に関する研究　-東日本大震災発生時
の姉妹友好都市間の支援実態に基づく分析-

平成23 18248 来訪間隔に着目した観光行動の分析

平成23 18249
公共施設におけるユニバーサルデザイン化の価値評価　-仮想市場評価
法を用いた鉄道駅のエスカレーター高機能化を事例として-

平成23 18250 地域連携型授業における学内外の認識の違いと授業効果の関係

平成23 18251
マルチエージェント・シミュレーションを用いた都市部における買物環境変
化の予測

平成23 18252 上水道供給網および水備蓄施設の 適な構成に関する数理的分析
平成23 18253 学生団体のSNSを利用したコミュニケーションの質的分析

平成23 18254
公営住宅管理政策に関する研究-政令指定都市および中核都市を対象と
した実証的分析-

平成23 18255 北海道における再生可能エネルギーの 適組合せに関する研究

平成23 18256
道南の信金の規模とその基盤となる地域の現状及びその地域における北
洋銀行の役割

平成23 18257 シミュレーションによる 適な在庫管理について
平成23 18258 コンジョイント分析による小樽商科大学のバンドサークル分析
平成23 18259 テキストマイニングによるアイドルの歌詞分析
平成23 18260 Rによる共分散構造分析の方法とその適用
平成23 18261 メタヒューリスティックスによるナップザック問題
平成23 18262 DEAによる就職活動に関する企業イメージの分析
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平成23 18263 AHPによる北海道学生アメリカンフットボールリーグMVP選手の予想
平成23 18264 DEA（包絡分析法）による北海道観光の効率性分析
平成23 18265 地方議会会議録からの要求・要望抽出
平成23 18266 Web上の公開文書が株式市場に及ぼす影響
平成23 18267 地方議会会議録検索システムに向けたカテゴリ構築
平成23 18268 地方議員を対象としたウェブサービスによる情報発信の比較
平成23 18269 Wikipedia辞書を用いた政治用語マウスオーバー辞書構築
平成23 18270 地方議会会議録に含まれる並列構造の抽出に関する研究
平成23 18271 議会会議録における発言と実行の関係
平成23 18272 政治問題の地域差についての考察
平成23 18273 地方議会会議録を対象としたモダリティに関する研究
平成23 18274 日本語オノマトペに関する考察　清音オノマトペと濁音オノマトペの比較
平成23 18275 自然な笑顔と作り笑顔を如何にして見分けるか
平成23 18276 大学生の職業選択における親の影響と自己効力感
平成23 18277 単語の認知と色の知覚との関係
平成23 18278 携帯電話メール産出過程における自己参照機能
平成23 18279 黒目の大きさによる顔の魅力の性差
平成23 18280 遺伝的アルゴリズムによるジョブショップスケジューリング問題の解法

平成23 18281
Visual SLAM によるスーパーマーケットレジカウンター待ち行列のシミュ
レーション

平成23 18282
有限容量同時サービス並進待ち行列のシミュレーション　-3到着過程モデ
ル-

平成23 18283 AHPによる賃貸住宅の選定
平成23 18284 AHPによる原子力発電の代替となる発電方法の選定
平成23 18285 福島第一原子力発電所事故から見た日本のジャーナリズムについて
平成23 18286 ノートテイキング支援システムの提案

平成23 18287
マルチエージェントシステムを用いたオークションシミュレーションによる1円
出品の有効性の検証

平成23 18288 個別指導塾における性格類型に基づく担当講師決定法の有効性の検討
平成23 18289 小樽市地域防災計画における避難所および避難経路の有効性の検討
平成23 18290 部屋の片づけサポートシステムの構築
平成23 18291 小樽市財政破綻の可能性とその数値化の検討
平成23 18292 小樽市の中小企業のワークライフバランスに関する調査

平成23 18293
アパレルショップにおける VMD の検討　-コンジョイント分析と分散分析を
用いて 適な店頭商品レイアウトを提案する-

平成23 18294 小樽市街の飲食店と市民の喫煙環境に対する意識調査
平成23 18295 クックパッドのケース分析　-業界トップの要因と今後の課題-
平成23 18296 就活生の資金運用に関する実態調査研究
平成23 18297 高齢者の金融商品に対する認知的理解に関する研究
平成23 18298 北海道の学校給食において『そば』を提供することに関する考察
平成23 18299 初山別村の消滅に関する考察と対策
平成23 18300 ウォーターフォールモデルとロイスモデルとの比較分析
平成23 18301 反復型システム開発モデルに関する考察
平成23 18302 アジャイル開発の有用性について
平成23 18303 ウォータフォールモデルとアジャイル開発の比較分析
平成23 18304 非ウォーターフォール型開発モデルの有効性について
平成23 18305 クラウドコンピューティングの有効性について
平成23 18306 クラウド・コンピューティングの実際と課題について
平成23 18307 反復型システム開発の重要性について

平成23 18308
「生活の質（Quality Of Life）」指標の研究　-「GNP」から「潜在能力アプロー
チ」への転換-

平成23 18309
産学官コラボレーションによるソーシャルビジネス　-『あかびら・地域まるご
と元気アッププログラム』の実践プロセスの分析-

平成23 18310
ソーシャル・キャピタルをめぐる政策　-ソーシャル・キャピタル政策展開に
ついて-

平成23 18311 貧困国へのグローバリゼーションインパクトと貧困への取り組み
平成23 18312 北方領土問題概論
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平成23 18313 意思決定と空気　現代に受け継がれる日本陸海軍の組織問題
平成23 18314 小樽湾港に生息する貝類に含まれる重金属濃縮の測定
平成23 18315 草木灰に含まれるアルミニウムの定量
平成23 18316 紫紺抽出液による染料と金属媒染による色の変化について
平成23 18317 商大石鹸の研究及び開発
平成23 18318 小樽運河底質中重金属含有量調査
平成23 18319 小樽運河の水質調査　-色内川河口周辺・於古発川河口周辺-
平成23 18320 札幌市の観光客の関係性
平成23 18321 失業と犯罪
平成23 18322 2010年度と2011年度におけるプロ野球データの分析
平成23 18323 「藁しべ長者」の考察
平成23 18324 「唐に卒都婆血つく事」の考察
平成23 18325 The Character of Elizabeth and Darcy in Pride and Prejudice
平成23 18326 The Characters of Hamlet
平成23 18327 The Characters of Shylock and Portia and the Two Worlds
平成23 18328 Paradoxical Expressions and Love between Romeo and Juliet
平成23 18329 Reasons of Brutus's Ruin-A Study of Julius Caesar
平成23 18330 Characters of Macbeth and Lady Macbeth
平成23 18331 J-POPにおける英語表現の誤用分析
平成23 18332 What do People Think about American Football？
平成23 18333 The Problems of Homosexual People in Society
平成23 18334 The Roles of Men And Women at Home Life in Japan
平成23 18335 The Organ Transplantation and Japan
平成23 18336 Why Do Japanese People Celebrate Christmas？

平成23 18337
The Nationality of Japanese　-View from Their Behavior during the
Disaster-

平成23 18338
For Getting Energy Back to Local Town　-Think about Regeneration of
Esashi-

平成23 18339 The Problem of the Decrease of Music Sales
平成23 18340 The Change of Japanese Feeling of Korea by K-POP Boom

平成23 18341
Are You Interested in ASEAN？　-The Degree of Interest of Japan in
Countries in the Southeast Asia-

平成23 18342 Why Did a DQN Phenomenon Occur？

平成23 18343
Sushi and California Roll　-Different Tastes between Japanese and
Americans-

平成23 18344
The Efficient Way to Use Social Network Service Is It True that SNS Is
Good for Your Real　-Communication？-

平成23 18345 魔女裁判
平成23 18346 エマウス活動からみるホームレス問題
平成23 18347 歴史的に見た保険業の発生と日本における現在の形態について
平成23 18348 フランス語の歴史と現状
平成23 18349 Le Syndrome de Paris
平成23 18350 Chateau de Versailles que j'ai regarde
平成23 18351 フランスに影響を及ぼした偉大なる思想家たち
平成23 18352 フランスから学ぶ少子化対策
平成23 18353 水上の世界遺産保護
平成23 18354 古代の歴史から見るフランス文化
平成23 18355 文学史から見るフランスと日本の歴史
平成23 18356 革命によって人々が失うもの
平成23 18357 フランスの菓子文化について
平成23 18358 フランスから見える人種問題
平成23 18359 フランスワイン
平成23 18360 フランスの言語政策
平成23 18361 「星の王子さま」とサン＝テグジュペリ
平成23 18362 New Ideal of Individual Energy and Social Manner in Pride and Prejudice
平成23 18363 The Prudent Insight in Persuasion
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平成23 18364
Redrawing the Boundary between Romanticism and Christianity in
Wuthering Heights

平成23 18365
Harriet Beecher Stowe's Ideal Society through Sentimental Approach in
Uncle Tom's Cabin

平成23 18366 Myriad-Minded Shakespeare in The Merchant of Venice
平成23 18367 家庭教師の意義
平成23 18368 How to be persuasive in daily conversation
平成23 18369 Successful and unsuccessful pun: researching in Japanese and English
平成23 18370 小売企業の万引き対策とコーポレート・レピュテーション
平成23 18371 農産物の流通チャネルに関する考察
平成23 18372 競争戦略を用いたハンバーガー業界の分析
平成23 18373 アパルトヘイト下における企業と労働者

平成23 18374
製造業の生産地選択とFTAの関係　-東アジアにおける日系自動車メー
カー-

平成23 18375 ブランドマネジメントからみるB級グルメ戦略の展望
平成23 18376 北海道食品のアジア輸出

平成23 18377
BOPビジネスにおけるパートナーシップの重要性　-BOPビジネス・オーガ
ナイザーの必要性-

平成23 18378
本国のBCP策定における地域的動向と中小企業間の連携についての現状
と考察　-ミクロ的主体の抱える策定障壁と行政の役割-

平成23 18379 スティーブ・ジョブズに見習うアップル・マーケティング
平成23 18380 スポーツ振興と総合型地域スポーツクラブ
平成23 18381 日米比較からみた日本の消費者破産手続
平成23 18382 欠陥住宅問題について
平成23 18383 地図を使った観光情報提供のあり方　-小樽運河エリアを事例にして-

平成23 18384
GIS・GPSを用いた観光者の歩行行動分析　-小樽運河周辺エリアを対象と
して-

平成23 18385
北海道における電子申請の現状と課題　-北海道電子自治体共同システ
ムを事例として-

平成23 18386 地域SNSの成功要因分析　-2つの地域SNSを比較して-
平成23 18387 LED植物育成制御システムの開発と評価
平成23 18388 ユーザー参加型地域ポータルサイトの提案と運営方法に関する考察

平成23 18389
地域活性化団体同士の効果的連携に関する研究　-小樽市の活性化団体
を事例として-

平成23 18390
野菜工場を模した実験装置で栽培した野菜と通常の露地栽培の野菜との
有害重金属吸収性の比較と評価

平成23 18391 小樽港に生息する海藻に含まれる重金属の定量とその比較
平成23 18392 植民地支配と民族浄化　-性的支配と性暴力の常態化-
平成23 18393 参政と民衆
平成23 18394 小樽市内の港湾及び小樽運河の有機物汚濁等の水質調査及び研究
平成23 18395 笑いの構造
平成23 18396 「従軍慰安婦」問題の補償をめざして　-立法不作為論を中心に-
平成23 18397 日本語の音韻に関する一考察
平成23 18398 アイヌ民族及びアイヌ語の歴史と未来
平成23 18399 日本語字幕映画の普及に関する一考察
平成23 18400 教育と人的資本　-大学進学が個人と社会に及ぼす影響-
平成23 「18401-18412」は修士論文
平成23 「18413-18415」は博士論文
平成23 20863 The Effect of Minimum Wages on Employment 早期卒業提出
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