
小樽商科大学 卒業論文 （平成20年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成20 16460 チベットの研究
平成20 16461 共通通貨　-ユーロ成立のプロセス-
平成20 16462 ブランド構築のために
平成20 16463 国際法における無国籍者の保護-ヨーロッパ国籍条約を中心に-
平成20 16464 交渉命令判決による紛争の真の解決
平成20 16465 知的財産権侵害問題と中国
平成20 16466 SNS依存症・mixi中毒　-依存の原因と傾向-
平成20 16467 Changes in The Merchant of Venice
平成20 16468 Causes of Bullying　-Relationship between Parents and Children-
平成20 16469 検索エンジンとタグ検索
平成20 16470 JRA（日本中央競馬会）について
平成20 16471 アイヌ民族について
平成20 16472 地方銀行の未来
平成20 16473 現代社会とメディア
平成20 16474 マルチ商法、ねずみ講について
平成20 16475 年金制度は崩壊するか否か
平成20 16476 プロ野球
平成20 16477 生命保険の起源とこれから
平成20 16478 東京ディズニーリゾート成功要因と経営戦略
平成20 16479 FA制度と戦力の均衡化の必要性
平成20 16480 総合リースの衰退と自動車リースの発展
平成20 16481 損害保険の歩み　-3社の経営統合へ-
平成20 16482 JA共済から見るJAの将来
平成20 16483 携帯音楽配信の発展
平成20 16484 地方分権と地方交付税改革
平成20 16485 労働者派遣制度の問題点と経済モデル比較
平成20 16486 社会主義経済計算論争に見る社会主義国家の可能性
平成20 16487 旭川信用金庫の現状と課題
平成20 16488 日本企業におけるCSRと今後の展望
平成20 16489 企業における広告手法と役割の現在と将来
平成20 16490 二酸化炭素削減のための経済政策分析　-環境税導入の検討-
平成20 16491 電子マネーの可能性
平成20 16492 エンプロイアビリティと転職
平成20 16493 非製造業のグローバル化
平成20 16494 情報化社会におけるプライバシー侵害問題
平成20 16495 現代日本における貧困と自立支援政策
平成20 16496 信用金庫による地域振興活動
平成20 16497 スポーツの社会的価値とスポーツ振興政策
平成20 16498 地方自治体による農業法人化の推進
平成20 16499 まちづくりからみる北海道観光産業の課題
平成20 16500 情報セキュリティ市場の現状分析　-スパムメールがもたらす機会費用-
平成20 16501 消費者行動と広告-クチコミの台頭-
平成20 16502 都市開発プロジェクト　-コンパクトシティ構想の実現を目指して-
平成20 16503 PFIの現状と将来性
平成20 16504 現代のフリーター問題に関する一考察
平成20 16505 地域経済とリレーションシップバンキング
平成20 16506 環境問題の経済学・倫理的考察
平成20 16507 スポーツクラブの現状と今後の可能性に対する一考察
平成20 16508 日本映画産業分析　-日本人が映画館に行かなくなった要因-
平成20 16509 ペットブームと殺処分の関係について
平成20 16510 少子化　-恋愛・結婚・出産における価値観の変化-
平成20 16511 成果主義における問題点　-成功した企業の導入方法とは-
平成20 16512 日中韓地域経済統合　-自由貿易協定に向けて-
平成20 16513 投資における心理コントロールの検証
平成20 16514 人は合理的経済人であるべきか
平成20 16515 リスクマネジメントの考察
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平成20 16516 2008年金融危機での日本とアメリカの違い
平成20 16517 中小企業の活性化に向けて　-中小企業金融におけるABLの有効性-
平成20 16518 サブプライムローン問題発生と金融危機
平成20 16519 2008年のウォン暴落についての考察
平成20 16520 シルビオ・ゲゼルの貨幣論に基づく新貨幣制度についての考察
平成20 16521 経済教育による生きる力の育成
平成20 16522 企業通貨は通貨になりえるか

平成20 16523
たばこ税増税に関する札幌市における意識調査と税収試算シミュレーショ
ン

平成20 16524 非正規雇用増加による格差拡大と貧困増加の分析と是正案
平成20 16525 年金問題の改善を目的とした新しい年金制度の提案
平成20 16526 待機児童減少による出産後の女性の雇用確保
平成20 16527 シャウプ勧告を柱とした今後の日本の税制度のあり方
平成20 16528 財政赤字による世代間の不公平さの是正
平成20 16529 都道府県単位による排出量取引制度の提案
平成20 16530 わが国における消費税制度の社会的影響とその改革について
平成20 16531 景気と社会現象の関係性
平成20 16532 北海道新幹線の経済波及効果と課題
平成20 16533 戦後の日本における家計の変化について
平成20 16534 環境問題を考慮した社会と循環経済
平成20 16535 夕張の破綻の歴史と再生への提言
平成20 16536 「ワーキングプア」問題を支援する社会保障制度のあり方
平成20 16537 日本の高速道路網及び都市道路網のあり方について
平成20 16538 日本の犯罪状況と犯罪の未然防止対策について
平成20 16539 小樽市の少子化問題とその対策について
平成20 16540 コンビニエンスストアの変貌と背負うべき社会的責任
平成20 16541 日本の能力主義社会の広まりと生活への影響
平成20 16542 中国における都市　-農村間の貧富の格差-
平成20 16543 地球温暖化問題の考察
平成20 16544 コンテンツ産業の現在、未来
平成20 16545 北海道の中小企業金融について

平成20 16546
日本は格差社会なのか　-高齢化による”見かけ”の格差と、若年層におけ
る格差の実態-

平成20 16547 後期高齢者医療制度の現状と課題
平成20 16548 人口減少・少子化時代の未来
平成20 16549 流行する非正規雇用者、日雇い派遣
平成20 16550 中小企業金融の現状とこれからのありかた
平成20 16551 北海道経済と建設業
平成20 16552 教育の経済学的分析　-教育の可能性と限界-
平成20 16553 戦後の日本経済-景気循環の視点から-
平成20 16554 戦後日本の景気循環
平成20 16555 戦後日本の景気循環
平成20 16556 日本の景気循環の歴史
平成20 16557 戦後日本の景気循環
平成20 16558 フランス革命前後の穀物政策　-フランス革命と経済的自由主義-
平成20 16559 ドイツのトルコ人移民
平成20 16560 時代の黒幕　-タレイラン-
平成20 16561 オリンピックと経済効果
平成20 16562 環境経済学
平成20 16563 金融システムと中央銀行　-そこにおける日本銀行のあり方-
平成20 16564 石油価格高騰が日本経済に与える影響
平成20 16565 環境ビジネスと地域経済の活性化
平成20 16566 国と農業協同組合の農業政策
平成20 16567 観光ビジネスとディズニーリゾート
平成20 16568 中国改革開放についての一考察
平成20 16569 小麦市場の需給分析
平成20 16570 バングラデシュの経済発展
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平成20 16571 対中国政府開発援助についての一考察
平成20 16572 企業の社会的責任と利潤に関する実証分析
平成20 16573 国際化と環境ビジネス
平成20 16574 中国・改革開放における経済技術開発区の役割
平成20 16575 日本における郵政民営化の歴史的経緯と成果
平成20 16576 日本版金融ビックバンと拓殖銀行の破綻から北洋銀行への営業譲渡
平成20 16577 潮まつりの歴史と今後
平成20 16578 日本と欧米における農業政策の比較
平成20 16579 後発医薬品の普及による医薬品業界の展望　-「2010年問題」を通じて-
平成20 16580 みずほフィナンシャルグループを中心とした銀行についての考察
平成20 16581 金融ビッグバンにおける損害保険業界と東京海上日動火災保険株式会社
平成20 16582 戦後の日本女性の働き方の歴史
平成20 16583 原油価格高騰　-先物市場における投機犯人説についての考察-
平成20 16584 2000年代前半の日本経済の考察と小泉構造改革
平成20 16585 京都議定書遵守のための国内排出量取引制度導入
平成20 16586 日本の生命保険が生き残るために
平成20 16587 農業労働条件の問題点と地域農業の健全なる発展
平成20 16588 初任給の決定に関する理論的、および実証的研究
平成20 16589 Foreign venture in the Japanese restaurant industry
平成20 16590 発展途上国と技術移転
平成20 16591 地域ブランドモデル構築についての考察
平成20 16592 年金問題の行く末
平成20 16593 ドラッグストア業界におけるPB戦略
平成20 16594 ベトナムの繊維・縫製産業における課題と考察
平成20 16595 中国における日系企業の人材現地化戦略
平成20 16596 POSシステムとICタグ導入
平成20 16597 国内自動車産業における日産自動車のブランド戦略に関する考察
平成20 16598 電子マネーの進む道
平成20 16599 DVD産業における国際協調戦略
平成20 16600 職員満足度の構成要素と給与水準の関係　-Y.K.クリニックのケース-
平成20 16601 コンバージェンスと組織再編税制
平成20 16602 日本における租税回避行為問題
平成20 16603 二重課税と税額控除に関する判例研究
平成20 16604 同族会社の行為計算の否認規定の必要性
平成20 16605 消費税のインボイス方式導入の課題
平成20 16606 三角合併を巡る組織再編税制の課題
平成20 16607 拓銀破綻と北海道経済
平成20 16608 金融自由化から金融ビックバンへ
平成20 16609 株主と株式会社
平成20 16610 地域通貨の可能性
平成20 16611 証券市場と証券業　-今後の方向性を求めて-
平成20 16612 我が国における電子マネーの現状と今後の展開
平成20 16613 地域通貨の現状と可能性
平成20 16614 北海道地方金融史
平成20 16615 環境金融と金融機関の社会的責任
平成20 16616 ベンチャー企業とファイナンス
平成20 16617 信託の構造と投資信託
平成20 16618 北海道における民間鉄道創業の可能性とその効果
平成20 16619 成果主義の是非
平成20 16620 日本の自動車メーカーの展望
平成20 16621 女性の働き方を変えるワークライフバランス
平成20 16622 日本のCSRの現状と今後

平成20 16623
これからの北海道の観光産業を発展させていくためには　-ホスピタリティ
の向上-

平成20 16624 人材業界の展望とこれからの課題
平成20 16625 日本発のキャラクタービジネスについて
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平成20 16626 「名ばかり管理職」問題について
平成20 16627 ヒット商品の考察
平成20 16628 旭山動物園による経済効果
平成20 16629 コンビニ内戦　-真の共存共栄を目指して-
平成20 16630 金融機関のCSRに関する考察
平成20 16631 保険会社のCM戦略に関する考察　-アフラックを中心にして-
平成20 16632 年功序列制度と成果主義に関する考察
平成20 16633 北海道米の人気に関する考察
平成20 16634 食品安全に対する取り組みについての考察
平成20 16635 セブンーイレブンの商品戦略に関する考察　-地域によって変わる商品-
平成20 16636 日本企業のデミング賞に対する動向に関する考察
平成20 16637 介護従事者の人材確保について
平成20 16638 純粋持株会社制への移行への影響要因に関する分析
平成20 16639 家計における投資信託の考え方と課題
平成20 16640 日本企業の人事・雇用制度に関する一考察　-終身雇用を中心に-
平成20 16641 北海道観光振興のための道政・市政の役割に関する考察
平成20 16642 非財務指標が企業業績に与える影響
平成20 16643 リース資産のオンバランス化議論について
平成20 16644 航空ビジネス論-日米の経営展開-
平成20 16645 職業と人生-医師、荻野吟子の思想-
平成20 16646 モチベーションと経営　-日産の事例を中心に-
平成20 16647 現代服の起源-シャネルの革命-
平成20 16648 明治維新と日本の思想
平成20 16649 雇用多様化の研究　-職業観と雇用管理施策-
平成20 16650 日本ピアノ業界の発展　-ヤマハを中心に-
平成20 16651 農協組織論
平成20 16652 日本資本主義の発達とその精神　-渋沢栄一を中心に-
平成20 16653 日露貿易の拡大とその発展可能性　-中古自動車貿易の発展を起点に-
平成20 16654 Kitacaの顧客誘致　-Suicaを事例として-
平成20 16655 商店街の宅配事業とまちづくり
平成20 16656 JAファーマーズマーケット事業への現状と期待

平成20 16657
タイムアミューズメント施設における施設設備と料金のバランスについて　-
参与観察にもとづいて-

平成20 16658 菓子メーカーの複数チャネル化の要因
平成20 16659 雑貨店の価値創造過程における考察
平成20 16660 ヤマダ電機におけるポイントカードの効果
平成20 16661 サンプリング・プロモーションによるブランド構築

平成20 16662
中小書店の生き残り策　-複合書店としてのヴィレッジヴァンガードを事例と
して-

平成20 16663
共通ポイントカードにおける消費者行動　-TSUTAYAのTポイントカードに
関する考察-

平成20 16664 サーティーワンアイスクリームの成功要因
平成20 16665 ゲームセンター産業のライフサイクル

平成20 16666
店舗選択における「とりあえず行動」分析　-若者消費者における新しい飲
食店舗選択行動-

平成20 16667 物価上昇による消費者行動の変化
平成20 16668 小樽市観光の現状と改善策

平成20 16669
M&Aによる地域中小企業の事業承継　-製造業のM&Aによる事業承継を
中心に-

平成20 16670 東京ディズニーリゾートの経営戦略
平成20 16671 過労死とその社会的背景
平成20 16672 子どもを持つ母親の就業支援制度
平成20 16673 地域間格差の中での自治体や中小企業が取るべき政策の検討
平成20 16674 ニトリ経営分析　-成長の理由-
平成20 16675 Jリーグ参入を狙うクラブの経営問題
平成20 16676 中小企業の雇用・採用と能力開発・人材育成について
平成20 16677 IPネットワーク時代に向けてNTTの組織体制はどうあるべきか
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平成20 16678 ダイキンの中国進出と中国市場の特質
平成20 16679 中国化粧品市場　-ファンデーションは普及するか？-
平成20 16680 日本における比較広告の可能性　-AppleとDysonによる日本進出の考察-
平成20 16681 中国における海賊版に対する消費者の意識について
平成20 16682 ジェンダーと消費者行動　-女性視点のマーケティング戦略-
平成20 16683 国際観光マーケティングからみる小樽地域振興への道
平成20 16684 海外の小売業者が日本で成功する条件

平成20 16685
日本の航空会社が世界でサービスのトップになるための方策　-顧客満
足・従業員満足の重要性-

平成20 16686 国際市場色彩攻略術　-Global Color Marketerとなるために-
平成20 16687 日本における口コミマーケティングの重要性
平成20 16688 日系企業のインド市場進出
平成20 16689 日本とドイツの観光市場比較　-消費者行動論を用いて-
平成20 16690 映画産業の日米比較　-ハリウッドはなぜ成功したのか-
平成20 16691 環境マーケティング　-日本が環境先進国になるためには
平成20 16692 日本におけるキャラクタービジネスと今後の可能性
平成20 16693 テーマパーク業界をリードするディズニーパークの成功要因
平成20 16694 日本音楽史入門　-現代日本人の音楽的感性とその源流-
平成20 16695 ニッポン放送対ライブドア事例から考える経営戦略としてのM&A
平成20 16696 損害保険業界の歴史と自動車保険の現状
平成20 16697 プライベートバンク　-ターゲットは富裕層-
平成20 16698 現代人-己自身を知れ-
平成20 16699 証券化の功罪
平成20 16700 NPOバンクの有用性　-NPOの資金調達実態から見た資金循環の在り方-
平成20 16701 日本航空の課題とその解決案　-日本航空の人気復活に向けて-

平成20 16702
百貨店におけるロイヤル・カスタマーの重要性とロイヤルティ・マーケティン
グの有用性

平成20 16703 女性はもっと働ける！　-女性の就業におけるテレワークの可能性-
平成20 16704 日本における年次有給休暇取得率を向上させるには

平成20 16705
交通系ICカード「Suica」の成功要因からみる北海道における「Kitaka」普及
への課題と提案

平成20 16706
Nintendo DSヒットの成功要因分析　-顧客ターゲット転換にみる任天堂の
経営戦略-

平成20 16707 日本におけるキャッシュレス化の更なる促進

平成20 16708
日本のワーク・ライフ・バランスを浸透させるためには　-人事評価制度の
観点からの考察-

平成20 16709 日本におけるエネルギー自給率増加のための課題と提案
平成20 16710 金融業界における富裕層マーケットの地位確立についての考察
平成20 16711 新たなOJTの方法
平成20 16712 環境会計　-日本企業の環境報告書の比較・分析-
平成20 16713 不正会計　-粉飾決算-
平成20 16714 国立大学法人化による情報公開
平成20 16715 キャッシュ・フロー計算書の有用性について
平成20 16716 会計の国際化と日本
平成20 16717 ヘッジ会計の未来
平成20 16718 のれんに関する一考察　-投資家の観点から-
平成20 16719 環境会計の外部報告　-開示方式の統一化について‐
平成20 16720 北洋銀行のマーケティング分析・財務分析
平成20 16721 デリバティブと会計-ヘッジ会計の有用性とその限界-
平成20 16722 公益法人制度の変革と会計
平成20 16723 「中小企業の会計に関する指針」が中小企業に与える影響とその課題

平成20 16724
不正会計の防止と経営の効率性向上のための監査機能-コーポレート・ガ
バナンスの視点-

平成20 16725 キャッシュ・フロー会計と企業価値評価
平成20 16726 銘柄選ぶ時の財務諸表の見方
平成20 16727 三菱風車のモジュール化・現状と課題
平成20 16728 コスト・リーダーシップ戦略と差別化戦略の実行について
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平成20 16729 ビジネスモデル論の見地から考察するKitacaの普及可能性
平成20 16730 教育者大村はまに学ぶファシリテーション
平成20 16731 札幌駅周辺における朝マーケットとスターバックス　コーヒー
平成20 16732 H&Mと店頭マーケティング
平成20 16733 消費者認知度にみるユニクロの製品戦略

平成20 16734
CSRの観点から考えるAC・公共広告機構の発展可能性　-ACの事例研究
-

平成20 16735 コカ・コーラにおけるロングセラー製品と短命製品
平成20 16736 ユニクロの海外進出から見たCGMによるWebプロモーション効果
平成20 16737 台湾からの北海道観光客に関する研究
平成20 16738 公的介護保険の現状とその課題
平成20 16739 行政における情報公開制度について
平成20 16740 情報公開・個人情報保護制度と医療情報の取り扱い
平成20 16741 魅力的な都市の実現を目指して
平成20 16742 貧困のスパイラルからの脱出　-生活保護法を通じて-
平成20 16743 裁量権の喩越・濫用について　-フランスとの比較から
平成20 16744 国家賠償法2条における人工公物と自然公物の峻別について
平成20 16745 核兵器使用の合法性要件
平成20 16746 教師の教育権　-学習指導および生活指導の観点から-
平成20 16747 少年犯罪と報道　-なぜ実名報道は許されないのか-

平成20 16748
条例制定権の限界について　-自治事務・法定受託事務の条例制定の可
能性-

平成20 16749 文書偽造罪における「保護法益」と「有形偽造」についての考察
平成20 16750 刑法における占有
平成20 16751 詐欺罪における「財産的損害」
平成20 16752 刑法第202条における錯誤に基づく同意
平成20 16753 錯誤に基づく被害者の同意
平成20 16754 賄賂罪における職務範囲
平成20 16755 刑事責任能力の判断基準
平成20 16756 放火罪の既遂時期
平成20 16757 食品行政における輸入食品の対応について
平成20 16758 PFIの現状と課題
平成20 16759 原告適格論再考
平成20 16760 著作権保護範囲に関する一考察　-ファイル交換ソフトを契機として-
平成20 16761 少年法改正問題
平成20 16762 人口減少と移民・外国人労働者
平成20 16763 地域温暖化問題に対して日本はどう対処すべきか

平成20 16764
法定地上権における「同一の所有者」要件の判断基準　-抵当権設定時に
は、土地と建物の所有者は異なっていたが、後にそれらが同一の所有者
に帰属した場合-

平成20 16765 過払金返還請求権における充当の問題に関する一考察
平成20 16766 建築契約における下請負人の保護について
平成20 16767 死亡保険金請求権と持戻し制度

平成20 16768
登記を有する時効取得者が、時効完成後に設定された抵当権に対抗する
ために、再度、事項を援用することの可否

平成20 16769 交通事故による不正行為に基づく損害賠償における素因斟酌の可否

平成20 16770
不動産譲渡担保における設定者と第三者の関係に関する考察　-取引の
安全を重視する近時の判例への批判を通して-

平成20 16771 手形行為と利益相反取引
平成20 16772 手形行為における表見代理
平成20 16773 協同組合の商人性について
平成20 16774 手形理論　-手形債務の発生要件-
平成20 16775 手形理論考察　-手形債務の発生について-
平成20 16776 手形の変造と変造手形の原文言の立証責任
平成20 16777 手形法独立の原則と裏書
平成20 16778 手形法と表見代理　-本人と第三者-
平成20 16779 手形理論について
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平成20 16780 法人格否認の法理について
平成20 16781 親子会社法制における課題の検討
平成20 16782 新会社法における学生ベンチャーに適した機関設計の検討

平成20 16783
敵対的買収における日本とアメリカの裁判所判断の比較　-ブルドックソー
ス事件とユノカル判決の比較-

平成20 16784 企業防衛策はどの程度認められるか
平成20 16785 敵対的買収防衛策についての考察
平成20 16786 閉鎖会社における従業員持株制度について
平成20 16787 日本における敵対的買収防衛策
平成20 16788 日本のCSRと諸外国のCSRの歴史について
平成20 16789 自己株式取得規制の歴史と、現行会社法の検討
平成20 16790 MBOの肯定基準
平成20 16791 内部統制と監査役の責任の範囲
平成20 16792 コンプライアンス体制構築に法的義務が及ぶ範囲について
平成20 16793 破産法53条1項による破産管財人の解除権の制限について
平成20 16794 逸失利益算定における女性間格差について

平成20 16795
瑕疵ある占有が併合主張された場合における短期取得時効の完成の可
否について

平成20 16796 占有訴権制度と交互侵奪事案における占有回収の訴えの可否
平成20 16797 不当利得における転用物訴権の是非について
平成20 16798 国際売買契約における売主の義務と義務違反による買主の法的救済
平成20 16799 国際取引契約における不可抗力
平成20 16800 債務不履行における損害賠償について
平成20 16801 国際取引紛争の解決方法　-訴訟と仲裁の比較-
平成20 16802 国債売買契約における物品の適合性の概念　-CISGと日本民法の比較-
平成20 16803 契約不履行における売主の責任　-引渡し債務の不履行の観点から-
平成20 16804 民法第177条の第三者の範囲-第三者の善意・悪意-
平成20 16805 無権代理と双方相続
平成20 16806 受領遅滞における債権者の責任
平成20 16807 安全配慮義務
平成20 16808 抵当権に基づく物上代位の差押えの意義
平成20 16809 差押と相殺
平成20 16810 セクシャル・ハラスメントが行われた際の法的構成

平成20 16811
時効制度における権利の喪失　-時効制度の存在理由・意義・価値観から
-

平成20 16812 危険負担における債権者主義について
平成20 16813 リースの概要と問題点
平成20 16814 プロ野球選手の労働問題

平成20 16815
日本の障がい者雇用　-はたらきたいという思いを尊重する社会を目指して
-

平成20 16816 CSR　-持続可能な社会経済システムを目指して-
平成20 16817 公務員の非正規職員の任用問題
平成20 16818 職場のメンタルヘルスに関する産業医学と労働法
平成20 16819 成果主義の賃金制度　-働くモチベーションを向上させる制度とは-
平成20 16820 貧困と雇用　-ワーキングプアの現状-
平成20 16821 福利厚生制度の存在意義-よりよい制度になるために-

平成20 16822
地球温暖化を阻止せよ！　-京都議定書発効から、ポスト2012をめぐる国
際的動向-

平成20 16823 裁判員制度の課題と陪審員制度の可能性
平成20 16824 投票価値の平等と立法裁量
平成20 16825 人身の自由と刑事手続上の諸権利
平成20 16826 住民基本台帳ネットワークとプライバシー
平成20 16827 女性が働きやすい社会とは
平成20 16828 国歌斉唱の強制と思想及び良心の自由
平成20 16829 政教分離原則の解釈とその適用について
平成20 16830 不可欠施設と独占禁止法
平成20 16831 書籍流通と再販制度
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平成20 16832 国際競争法の是非
平成20 16833 独占禁止法から視る金融システム改革
平成20 16834 排除措置命令の内容と限界について
平成20 16835 遊びと社会的スキルの関係
平成20 16836 面接での演技　-採用面接において自己呈示は必要であるか否か-
平成20 16837 日本におけるシャイネスに対する解決法についての検討・今後の展望

平成20 16838
プロジェクトチームにおいて高成果をあげるために必要な創造的コンフリク
トについての考察

平成20 16839
自家用車の効率的利用を目的としたキャッシュカーの便益と費用に関する
研究

平成20 16840
利用者の行動特性からみた大通公園の空間構成が利用者に与える影響
に関する研究

平成20 16841 時空間モデルを用いたバス停間隔および停留時間と利便性に関する研究

平成20 16842
電波の重複と建設費のトレードオフに着目した携帯電話基地局の最適な
整備数

平成20 16843 テキストマイニングを利用した素材業界の分析
平成20 16844 AHPとVBAによるデータ検索システムの開発
平成20 16845 AHPによるデジタルカメラの分析と評価
平成20 16846 包絡分析法DEAによる各電気メーカーの経営効率性分析と改善案
平成20 16847 心理学における因子分析と主成分分析の適用
平成20 16848 AHPによるデザインからみた携帯電話の選択
平成20 16849 費用対効果の視点による、探索型AHP
平成20 16850 小樽の観光地を対象とした時刻表検索におけるクエリ拡張に関する研究
平成20 16851 大学祭における広報活動が参加動機にもたらす影響の研究
平成20 16852 漢字学習におけるマンガの有効性に関する考察
平成20 16853 飲食店における、QSCを用いた若年層の嗜好と地域活性化について
平成20 16854 インターネットオークションへの出品における最適戦略
平成20 16855 音楽から見る流行の変化

平成20 16856
ブランドイメージはどのように形作られるか　-記憶の誤帰属課題を使った
実験-

平成20 16857
新聞見出しの中の助詞「に」と「へ」の理解の違い　-音読課題を用いた実
験-

平成20 16858
大学生が職業を選択する際の親からの影響の強さ-共分散構造分析を用
いた多母集団分析-

平成20 16859 インターネット時代の口コミの伝達に関する一考察

平成20 16860
終助詞「ね」「よ」「な」がもたらす書き手と読み手の距離感　-不特定多数に
向けたブログの文章の特徴-

平成20 16861 集団意思決定ストレス法に関する研究
平成20 16862 8クイーン問題における遺伝的アルゴリズムの最適パラメータに関する考察
平成20 16863 Visual SLAMによる歯科医院客待ち行列のシミュレーション
平成20 16864 途中放棄のある複数サーバ同時サービス並進待ち行列のシミュレーション
平成20 16865 DEAによる大型小売店の経営効率性比較
平成20 16866 現代の鉄鋼業界について
平成20 16867 銀行の歴史と役割について
平成20 16868 メインコードによる音感向上トレーニングの提案

平成20 16869
メディアコミュニケーションが遠距離恋愛中のカップルに与える影響に関す
る研究

平成20 16870 人間中心設計を利用した映画企画案製作の試み
平成20 16871 電子カルテシステムの課題分析

平成20 16872
自動車における情報系と制御系の統合がもたらす新たなユーザエクスペリ
エンスの考察

平成20 16873
現行のコンテンツ取引形態の否定に基づく新たな情報財流通システムの
構築

平成20 16874 ゲーム理論に基づく日本周辺の核パワーバランスの改善方法の提案
平成20 16875 インターネット利用における脅威と対策について
平成20 16876 生命保険制度に潜むリスクと対処方法に関する考察
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平成20 16877
ソフトウェア開発プロセスモデルの有用性に関して　-ウォータフォールから
アジャイル開発までのモデル比較-

平成20 16878 システム開発におけるプロジェクトマネジャーの役割
平成20 16879 北海道における支庁改革の思想　-堀道政と高橋道政の比較検討-

平成20 16880
国連の貧困撲滅計画と国際企業の責任　-企業によるミレニアム開発目標
への貢献とビジネス活動の両立は可能か-

平成20 16881 国民性の比較と現実
平成20 16882 中国残留孤児訴訟問題
平成20 16883 文学の中の動物の必然性と役割　-猫と狐を例に考える-
平成20 16884 日朝間の差別感　-在日と在朝日本人-
平成20 16885 小樽市における降雨の酸性度と含有イオンの定量
平成20 16886 高商石鹸の研究及び商品化に向けた開発
平成20 16887 「沖縄の笑話」の性格　-「モーイ親方」を題材に-
平成20 16888 Cauchy Riemannの微分方程式とCauchyの積分定理
平成20 16889 複素数における指数関数と三角関数の関係性
平成20 16890 日本の音楽と社会の関係
平成20 16891 水、カタルシス。　-市場イデオロギーに翻弄される世界の水アクセス-

平成20 16892
グリム兄弟の文学的営為の根源にあるもの　-「森」の社会的象徴性を巡っ
て-

平成20 16893 ワインと日本人　歩みとこれから

平成20 16894
Shylock's Conquest Special References to the Relationship between
Characters by A Monetary Theory

平成20 16895 A Study of King Lear
平成20 16896 A Study of Changes in Romeo and Juliet
平成20 16897 Characters of Macbeth and Lady Macbeth
平成20 16898 Domestic Violence-Why do Japanese people do domestic violence?-
平成20 16899 Why was Tokyo Disneyland Accepted by Japanese people?

平成20 16900 Japanese View of Work and Karoshi　-Comparing with Foreign Countries-

平成20 16901 The Changes of Wedding Style
平成20 16902 The Religious View of Young Japanese　-Are They Really Irreligious?-
平成20 16903 English Education for Communication
平成20 16904 Japanese Awareness about Face
平成20 16905 Musical Exchanges　-between Japan and foreign countries-
平成20 16906 The Changes of Japanese Working Women
平成20 16907 Disney Culture in Japan
平成20 16908 ジャンヌ・ダルクの出現によるフランス語の変遷
平成20 16909 ファッションとジェンダー
平成20 16910 世界のジャパニーズ・ポップカルチャー
平成20 16911 性愛的帰属におけるわが国の結婚事情とフランスの結婚事情の比較
平成20 16912 『失われた時を求めて』の美術
平成20 16913 人はなぜ着飾るのか　-人とファッションの過去・現在・未来-
平成20 16914 パリという都市空間
平成20 16915 食から見る文化の違い
平成20 16916 魔女狩りの歴史
平成20 16917 The investigation of OUC Students' motivation in learning English

平成20 16918
An investigation into the prevalence and use of English words in Japanese
pop songs

平成20 16919
Interaction Between Language and Culture: cultural influences in the
translation of everyday expressions between Japanese and English

平成20 16920
Considering the deaf education system　-Oralism and bilingual bicultural
education-

平成20 16921
English for Specific Purposes for Japanese undergraduates: investigation
into the teaching of Business English An analysis of Business English
teaching at Otaru University of Commerce

平成20 16922 日本における景気変動と犯罪件数についての一考察
平成20 16923 労働投入量で見るアルバイト給与の効率性
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平成20 16924 日本は外国人に優しい国か
平成20 16925 福祉有償運送の必要性　-NPO法人サポート室蘭の活動を通じて-
平成20 16926 『日本の医療制度』における医師への法規制の及び方についての一考察
平成20 16927 金融と保険の融合が保険業界に与える影響と今後の展開
平成20 16928 自動車損害賠償責任保険の時代への適合性
平成20 16929 雇用保険制度における失業等給付の問題点
平成20 16930 国民年金と私的年金
平成20 16931 介護保険制度と民間事業
平成20 16932 生活と生命保険
平成20 16933 地震保険の発展と普及の課題
平成20 16934 雪堆積場における土壌中のカルシウムの季節変化
平成20 16935 A Study of Hamlet
平成20 16936 Some Kinds of Contrasts in Romeo and Juliet
平成20 16937 Natures of Characters in Macbeth
平成20 16938 A Study of King Lear
平成20 16939 A Study about a Character of Hamlet
平成20 「16940-16960」は修士論文
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