
小樽商科大学 卒業論文 （昭和51年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和51 「4518～4520」は修士論文
昭和51 4521 競争と国民性について 現物なし
昭和51 4522 インフレーション　-理論と対策- 現物なし
昭和51 4523 不明 現物なし
昭和51 4524 不明 現物なし
昭和51 4525 農業においての規模の経済は存在するか 現物なし
昭和51 4526 貨幣供給の増加のトランスミッション・メカニズム 現物なし
昭和51 4527 外部経済論の系譜 現物なし
昭和51 4528 一般均衡と非自発的失業 現物なし
昭和51 4529 大学教育投資の効果について 現物なし
昭和51 4530 変化と貨幣　-パティンキン・モデルをめぐって-
昭和51 4531 投入＝産出分析による資本蓄積ターンパイクの試算 現物なし
昭和51 4532 ロバート・W・オリバー　国際経済協力と世界銀行
昭和51 4533 G・S・トリー編　貿易・農業・及び発展

昭和51 4534
P・ストリーテン編　開発のための貿易戦略　-第９回ケンブリッチ会議論文
集-

昭和51 4535 I・M・D・リトル，J・M・クリオード共著　国際援助（Internatonal Aid）
昭和51 4536 南北問題の回顧と展望
昭和51 4537 デリック・T・ヒーリー　開発政策：ある解釈についての新しい考察
昭和51 4538 W・M・スキャンメル　国勢通貨政策：ブレトンウッズとその後

昭和51 4539
トーマス・T・ポールマン，ドナルド・K・フリーバーン編　食料と人口と雇用ー
緑の革命とインパクト

昭和51 4540 B・バッサラ編　欧州経済統合
昭和51 4541 ガット体制　ーその変貌と現状
昭和51 4542 J・ホワイト著　対外援助の政治学

昭和51 4543
ウィレムグスタフズィルストラ「援助と開発-発展途上国の諸問題と開発援
助との関係-」

昭和51 4544 A・O・ハーシュマン編　ラテンアメリカ問題
昭和51 4545 低開発の貿易政策　－パテル・バングリ・エルカン・キーシング・バラッサ
昭和51 4546 農作物貿易の自由化問題
昭和51 4547 海上保険総論
昭和51 4548 信用状論
昭和51 4549 信用状論

昭和51 4550
一九七四年改訂「荷為替信用状に関する統一および慣例」の主要改訂点
と旧条文（一九六二年改訂分）との比較

昭和51 4551 円の国際化
昭和51 4552 信用状の実務
昭和51 4553 信用状の実務経済的意義及びその法的諸問題の考察

昭和51 4554
一九七四年改訂「荷為替信用状に関する統一および慣例」の主要改訂点
について

昭和51 4555 IMFの研究

昭和51 4556
一九七四年改訂「荷為替信用状に関する統一および慣例」の主要改訂点
に関して

昭和51 4557 外国為替の操作
昭和51 4558 信用状取引の法律的諸問題
昭和51 4559 新国際通貨制度の研究
昭和51 4560 信用状の概念と統一規則
昭和51 4561 信用状取引の法的関係
昭和51 4562 信用状当事者間の法律関係
昭和51 4563 金利平価理論の変遷
昭和51 4564 信用状論
昭和51 4565 ユーロダラー市場の基礎理論

昭和51 4566
一九七四年改訂「荷為替信用状に関する統一および慣例」の主要改訂点
と旧条文（一九六二年改訂分）との比較

昭和51 4567 日本の輸入構造とその変化
昭和51 4568 わが国における農業労働力の変遷
昭和51 4569 世界的インフレーション
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昭和51 4570 わが国産業別就業構造の変動
昭和51 4571 日本経済の二重的発展
昭和51 4572 地域開発と公害
昭和51 4573 わが国の規模的賃金格差　-二重構造の一考察として-
昭和51 4574 食糧危機と日本農業
昭和51 4575 日本経済における中小企業の地位
昭和51 4576 日本の水産物自給とその課題
昭和51 4577 日本の社会資本
昭和51 4578 日本の重工業化と貿易
昭和51 4579 高成長財政とその破綻
昭和51 4580 近の北海道労働経済
昭和51 4581 公共投資の計量的分析
昭和51 4582 我国の経済成長と金融構造　-昭和30年以降を中心として-
昭和51 4583 地方財政と都市問題
昭和51 4584 税制と企業金融に関する一考察
昭和51 4585 減価償却制度と設備投資
昭和51 4586 実験計画法詳略
昭和51 4587 多変量解析へのアプローチ
昭和51 4588 自己相関について
昭和51 4589 消費関数における習慣型形成仮説とその推定方法
昭和51 4590 直交表を中心とした多因子実験
昭和51 4591 公共料金と公企業についての一考察

昭和51 4592
Л.М.Дукчцнの 適国民経済計画モデルにおける「 適技術選択
を考慮した多部門モデル」についての一考察

昭和51 4593 投下労働量の経済的意義
昭和51 4594 「森嶋通夫著マルクスの経済学」の数値例
昭和51 4595 公共支出の現状とその経済分析

昭和51 4596
College Thesis for Bachlor's Degree A Note on Efficiert Resouree
Allocation

昭和51 4597 二部門分割による工業化について　-日本を中心として-
昭和51 4598 産業連関の動学的側面
昭和51 4599 公害問題の政治経済的分析
昭和51 4600 昭和40年　北海道、その地域　産業連関表による経済分析
昭和51 4601 公共企業体における独立採算制について
昭和51 4602 高齢者の生活保障問題
昭和51 4603 地方社会と地方政治
昭和51 4604 障害者福祉における現状と将来　-精神薄弱児（者）福祉を例にあげて-
昭和51 4605 賃金論　-転換期の労働組合への一考察-
昭和51 4606 経済成長と環境破壊
昭和51 4607 転換期の労働経済と今後の展望
昭和51 4608 日本経済の構造変化と産業構造
昭和51 4609 不明 現物なし
昭和51 4610 現代都市問題　-その認識と解決の可能性-
昭和51 4611 公害と社会政策　-現代日本経済の問題点と公害対策-
昭和51 4612 日本の失業政策
昭和51 4613 スタグフレーション
昭和51 4614 ケインズ経済学と寡占体制
昭和51 4615 余暇と労働
昭和51 4616 資本主義確立期におけるアメリカ農業の経済的意義
昭和51 4617 日本資本主義の生成・発展期における農業の一考察
昭和51 4618 1815年穀物法の成立過程　-自由貿易政策形成過程の「序章」-
昭和51 4619 全般的危機の時代における日本資本主義
昭和51 4620 北海道開拓における労働力確保政策　-主に屯田兵・囚人労働を中心に-
昭和51 4621 OPEC設立とその石油政略
昭和51 4622 明治期のおける恐慌の分析
昭和51 4623 明治期の教育制度の変遷　-その成立過程を中心として-
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昭和51 4624
明治維新変革期における大衆運動　-「ええじゃないか」における論争を中
心に-

昭和51 4625 明治大正期における炭鉱労働省の実態
昭和51 4626 幕末尊王攘夷論・幕末論の思想的、政治的背景
昭和51 4627 徳富蘇峰の思想形成期の研究

昭和51 4628
北海道寄生地主制の発展と没落　-主として零細工作農民の農民層分解
における中標準化に視点を定めつつ-

昭和51 4629
明治期における製紙資本の展開過程　-王子製紙・富士製紙の北海道進
出-

昭和51 4630 金輸出解禁・再禁止に関する論争
昭和51 4631 大正デモクラシーの思想的先導者・吉野作造
昭和51 4632 明治前期の経済危機と大隈重信
昭和51 4633 北海道に於ける囚人労働と編成替え
昭和51 4634 諏訪製糸同盟と製糸女工
昭和51 4635 現代日本農業と農民層分解の新展開
昭和51 4636 マーケティングとプロモーション
昭和51 4637 マーケティング戦略と販売予測
昭和51 4638 現代企業と経営責任
昭和51 4639 事業部制による文献管理とトップ・マネジメント
昭和51 4640 経営理念と労務管理
昭和51 4641 経営の民主化労務管理
昭和51 4642 経営計画と設備投資
昭和51 4643 労務管理と人間関係
昭和51 4644 マーケティングと意志決定
昭和51 4645 経営組織と動機づけ理論
昭和51 4646 現代経営学の方法論的吟味
昭和51 4647 経営理念と企業成長　-ドラッカーの所論を中心-
昭和51 4648 安定成長における日本的体質とその課題
昭和51 4649 多国籍企業と経営管理
昭和51 4650 創造的経営と人間関係
昭和51 4651 ラインとスタッフ
昭和51 4652 経営戦略と経営計画
昭和51 4653 日本型労使関係と労務管理
昭和51 4654 経営者行動と社会的責任
昭和51 4655 流通革新と小売業経営
昭和51 4656 経営組織とモラール
昭和51 4657 労務管理と賃金管理
昭和51 4658 経営管理と業績評価
昭和51 4659 ラインとスタッフの調整
昭和51 4660 ドイツ・アメリカ経営学における学説的考察　-方法論手的その比較と批判-
昭和51 4661 アカウニタビリティ　-概念に関する考察-
昭和51 4662 複式簿記と会計　-代理人簿記を中心として-
昭和51 4663 会計公準に関する一考察
昭和51 4664 企業体理論に関する考察
昭和51 4665 会計主体に関する一考察
昭和51 4666 監査機能の展開に関する一考察
昭和51 4667 動態論の考察
昭和51 4668 減価償却に関する考察
昭和51 4669 会計における利益と真実性に関する考察
昭和51 4670 減価償却論
昭和51 4671 貨幣価値変動下における会計
昭和51 4672 減価償却論
昭和51 4673 安定下記会計の出現と体系化
昭和51 4674 引当金について
昭和51 4675 動きの形成と構造
昭和51 4676 株式会社制度の発生と展開
昭和51 4677 擬制資本の成立
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昭和51 4678 戦後の日本公社債市場
昭和51 4679 アメリカ資本主義の精神
昭和51 4680 金融資本の理論　-銀行資本の成立と発展-
昭和51 4681 権利の濫用
昭和51 4682 私の迷宮、唐十郎への鎮魂歌
昭和51 4683 企業金融と自己金融
昭和51 4684 衣料産業発達史
昭和51 4685 証券市場と金融市場の関連性について
昭和51 4686 小樽の交通を斬る
昭和51 4687 小売市場と消費者
昭和51 4688 真の社会的企業を育成するための提言
昭和51 4689 中間業者の物的流通システム化
昭和51 4690 販売員行動の管理について
昭和51 4691 消費者の買物行動に基づく小売店意思決定の方向
昭和51 4692 小売店の価格づけ決定
昭和51 4693 小売店意思決定のシステム的分析モデル
昭和51 4694 コンシューマリズムと広告
昭和51 4695 社会技術システム論への一考察　-ウッドワード理論を中心として-
昭和51 4696 我が国の製造業における中堅企業の成長について　-60年と70年代-
昭和51 4697 生活者主義
昭和51 4698 服装の流行
昭和51 4699 自動車産業の将来性と低公害
昭和51 4700 日本交通体系における国鉄の役割とそのあり方
昭和51 4701 流通問題解決へのアプローチ

昭和51 4702
主に安全性から見たスキー用品の研究　-バーゲン店に於ける実態も含め
て-

昭和51 4703 商品学の歴史
昭和51 4704 近代小売商業とわが国の量販店
昭和51 4705 過剰モータリゼーションを考える
昭和51 4706 都市交通における問題点の考察
昭和51 4707 ソシオ・エコロジカル・マーケティングの展望
昭和51 4708 消費者の権利・情報・行政における現状と展望
昭和51 4709 日本人の国民性と飲酒
昭和51 4710 管理社会と人間
昭和51 4711 日本人の人間関係と飲酒の役割
昭和51 4712 アルコール依存者の酒歴にみるアルコール依存の形成と飲酒態度の関係
昭和51 4713 米国のA.A.と日本の断酒会との比較研究
昭和51 4714 飲酒と産業精神衛生
昭和51 4715 感覚遮断実験　-概要と仮説-
昭和51 4716 集団における断酒活動の有効性
昭和51 4717 スキーの味
昭和51 4718 老人福祉の現状と問題点　-札幌市を例にして-
昭和51 4719 商大女子学生の職業意識調査
昭和51 4720 オートメーションとその諸影響
昭和51 4721 自動車需要の予測　-傾向曲線とベイジアン手法による-
昭和51 4722 付加価値概念にもとずいた財務諸表分析の一考察
昭和51 4723 パーソナリティーおよび組織政策の研究　-一般モデルとその実験的考察-
昭和51 4724 マネジメント・シュミレーション　-販売・在庫モデルの基礎的研究-
昭和51 4725 システムズ・マネジメント序説
昭和51 4726 適化手法についての考察
昭和51 4727 行動科学試論
昭和51 4728 経営情報システムの新展開
昭和51 4729 違法配当に対する監査役及び公認会計士の責任について
昭和51 4730 共同代表と商法262条の責任
昭和51 4731 役員の退職慰労金に対する法の規制
昭和51 4732 取締役の競業避止義務
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昭和51 4733 商法265条の適用範囲と違反取引の効果について
昭和51 4734 商法266条13の「悪意・又ハ重過失」の所在について
昭和51 4735 企業のなす政治献金の問題
昭和51 4736 システム記述用語PLAN45の設計
昭和51 4737 問題解決の理論の基礎　-人工知能へのアプローチ-
昭和51 4738 Simulation言語　GASPⅣ
昭和51 4739 整数計画法
昭和51 4740 巡回セールスマン問題について
昭和51 4741 BASIC処理系の研究　-ディスク・カリキュレータからBASIC処理系へ-
昭和51 4742 現行夫婦助産制のこれからの方向について
昭和51 4743 遺産分割による物権変動と登記要否について
昭和51 4744 「植物人間」と「死ぬ権利」
昭和51 4745 貸借権の無断転貸（譲渡）と解除について
昭和51 4746 逸失利益算定上の諸問題
昭和51 4747 製造物責任　-その消費者保護と企業利益保護-
昭和51 4748 売春の多角的考察　-「なぜ売春はいけないのか」問題提起と私的解明-
昭和51 4749 不法行為における損害賠償の範囲
昭和51 4750 貸借権の譲渡・転貸
昭和51 4751 企業の社会責任
昭和51 4752 都市と公害
昭和51 4753 建物保護法による借地権の対抗力
昭和51 4754 政治犯罪人不引渡原則と庇護権
昭和51 4755 欧州経済共同体のセーフガード・システム
昭和51 4756 国際通貨体制とEC通貨統合
昭和51 4757 麻田ゼミ共同研究Ⅰ　抄訳G・ミュルダール「アジアのドラマ」
昭和51 4758 麻田ゼミ共同研究Ⅱ　抄訳G・ミュルダール「アジアのドラマ」
昭和51 4759 麻田ゼミ共同研究Ⅲ　抄訳G・ミュルダール「アジアのドラマ」

昭和51 4760
T・T・ポールマン，D・K・フリーバーン著『食料・人口・雇用：緑の革命による
影響』

昭和51 4761 T・T・ポールマン他著『食料・人口・雇用：緑の革命のインパクト』
昭和51 4762 国際通貨政策
昭和51 4763 ゲオルギ・ワコール『発展途上国の工業化戦略』

昭和51 4764
H・B・チェネリ，H・ヒューズ『工業化と貿易の趨勢、1970年代の諸問題』H・
G・ジョンソン『貿易、投資、労働および生産パターンの国際的変化』

昭和51 4765 V・ソロドフニコス，V・ボゴスロフスキー著『非資本主義者発展への道』
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