
小樽商科大学 卒業論文 （平成24年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

平成24 18416 北海道観光の課題と展望　－魅力ある地域づくりへ－
平成24 18417 地方百貨店の再生戦略についての一考察
平成24 18418 スポーツ活動の経済効果と女性の社会進出に関する一考察
平成24 18419 スポーツ活動による健康増進と経済効果
平成24 18420 建築業界の現状と未来
平成24 18421 札幌狸小路商店街への来街を促すウェブサイトの構築について
平成24 18422 公営企業による不当廉売の問題点
平成24 18423 Why Can't Most Japanese Speak English Well?
平成24 18424 日本社会におけるギャンブル論　－カジノ構想がもたらす影響－
平成24 18425 CD売り上げの変遷とこれからの音楽市場に対する考察
平成24 18426 なぜ、北海道日本ハムファイターズは人気の高い強いチームになったのか

平成24 18427
プロスポーツにおける報酬比較と競技間のコストパフォーマンスについて
の考察

平成24 18428 カジノについてとその考察平成24 18428 カジノについてとその考察
平成24 18429 日本における地域経済格差の現状と是正策
平成24 18430 ディベートによる批判的思考能力の醸成効果の実証研究
平成24 18431 北洋銀行の経営状況から分析する展望と課題
平成24 18432 JR小樽駅の駅ナカ店舗マネジメントの研究
平成24 18433 解雇規制緩和の研究
平成24 18434 フリードリッヒ・リストとアダム・スミスの比較研究
平成24 18435 大和証券グループ本社企業分析
平成24 18436 TPP(Trans-Pacific-Partnership)による日本の影響と対応
平成24 18437 北海道新幹線の経済効果の考察　－　時間短縮効果の観点から　－
平成24 18438 日本の芸術文化に対する政府支援
平成24 18439 日本のエネルギー政策における地熱発電の役割
平成24 18440 北海道経済活性化に地域金融ができること
平成24 18441 日本の格差社会とその是正政策
平成24 18442 日本の政府規模に関する提言　－　社会保障改革と財政改革　－
平成24 18443 日本における学校でのいじめ隠ぺい体質とその改善策平成24 18443 日本における学校でのいじめ隠ぺい体質とその改善策

平成24 18444
北海道の観光産業の発展と経済効果　－地域支出乗数の効果を活かす
政策－

平成24 18445 日本農業の問題点　－　経営方法とその改善策　－
平成24 18446 日本の少子高齢社会における持続可能な社会保障の在り方
平成24 18447 電力の安定供給に向けた新たな電源構成の提言
平成24 18448 各国比較から見る今後の日本のエネルギー政策

平成24 18449
日本におけるカジノ誘致の現状と考察　－日本にカジノを作るべきか否か

平成24 18449
－

平成24 18450 人事部門のあり方とBPO（業務プロセスアウトソーシング）の現状と課題
平成24 18451 東京ディズニーリゾートが与える魅力　－リピート率９０％を超える理由－

平成24 18452
単位農家に焦点を当てた効率的農業体系の構築　－農業協同組合と農地
法に焦点をあてて－

平成24 18453 TPP参加と小麦貿易の自由化による小麦市場における影響
平成24 18454 TPPへの参加の是非と北海道農業の進むべき道
平成24 18455 日系企業のインド進出について平成24 18455 日系企業のインド進出について
平成24 18456 日本と韓国間における産業の関係とその展望
平成24 18457 日本でデンマーク型福祉国家は成立するか
平成24 18458 日本における人工妊娠中絶と少年犯罪の関係性についての考察
平成24 18459 在中国日本企業の人材現地化問題に関する研究
平成24 18460 日本におけるスキンケア市場の可能性
平成24 18461 衰退する新聞　－　インターネット社会で新聞は生き残るのか－
平成24 18462 企業の設備投資に関する研究
平成 1 日本農業の課題と将来平成24 18463 日本農業の課題と将来
平成24 18464 賃金格差から平等を考える
平成24 18465 日本の財政再建と社会保障制度の両立について
平成24 18466 日本における正規・非正規労働者の問題とその解決策

平成24 18467
我が国における女性の就業継続について　－育児・介護休業法を主とした
諸政策の現状と課題－
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平成24 18468 札幌市経済が低迷している要因の分析とその対応策
平成24 18469 日本の貿易戦略について
平成24 18470 日本の経済格差について

平成24 18471
我が国の社会保障の現状と課題　－国民全体がカバーされる仕組みの構
築－

平成24 18472 損害保険業界の経済分析
平成24 18473 自由貿易の利益と保護貿易の理論
平成24 18474 地域経済格差についての考察
平成24 18475 日本の電力産業の構造改革　－自律分散解放型電力システムの構築－
平成24 18476 我が国の化学産業の現状と展望
平成24 18477 日本の年金制度及び年金制度改革についての考察
平成24 18478 人口減少社会における社会保障制度
平成24 18479 中小企業金融の理想的なあり方
平成24 18480 欧州危機解決へ平成24 18480 欧州危機解決へ
平成24 18481 低金利時代の日本における日銀の金融政策
平成24 18482 TPPと農業に対する影響
平成24 18483 東ドイツの経済政策と消費生活　－　ウルブリヒト時代　－
平成24 18484 フルシチョフ
平成24 18485 日本のあるべき税関保護
平成24 18486 インドネシアの人口動態と経済発展
平成24 18487 ナショナリズムによる経済活動に対する負の影響
平成24 18488 余暇需要の変化とプロスポーツチームによる地域活性化
平成24 18489 世界と日本の地域経済統合戦略の考察
平成24 18490 国際通貨としてのユーロの地位
平成24 18491 原子力発電とエネルギー問題への対策
平成24 18492 The Costs and Benefits of the UK's Entry into the Eurozone
平成24 18493 少子高齢社会における教育の経済分析
平成24 18494 日本のエネルギー政策の転換と北海道経済
平成24 18495 自然災害発生時における通信サービスの役割に関する一考察平成24 18495 自然災害発生時における通信サービスの役割に関する 考察
平成24 18496 中国企業のグローバル化戦略
平成24 18497 日本の漁業　－　戦前から今日までの構造変化　－
平成24 18498 戦後日本における結婚観の変遷
平成24 18499 次世代ウェブの登場による産業構造の変化
平成24 18500 日本におけるコーヒーを取り巻く歴史
平成24 18501 日本のワイン産業の現状と課題

平成24 18502
高度経済成長期とバブル崩壊後に見る旅行業界の変化とこれからの旅行

平成24 18502
業界　－　JTBの取り組みを例として　－

平成24 18503 バブル時代と消費
平成24 18504 信用金庫の歴史とこれから
平成24 18505 東日本大震災以降における日本の再生可能エネルギーへの転換

平成24 18506
なぜCDは売れなくなったのか　－新音楽時代の「送り手」に求められること
－

平成24 18507 札幌オリンピックにおける経済効果と札幌市の変化
平成24 18508 山一證券の破産と歴史平成24 18508 山 證券の破産と歴史
平成24 18509 飲食店における店舗選択行動
平成24 18510 小売業界の変遷
平成24 18511 北海道農業の動向
平成24 18512 信託銀行の存在意義
平成24 18513 放射能と風評被害に関する考察
平成24 18514 経済学理論を用いた消費税増税に関する考察
平成24 18515 AKB48における選抜メンバー選定要因の分析

成 両性 おけるかわ 女性 評価基準平成24 18516 両性におけるかわいい女性の評価基準
平成24 18517 Jリーグの目指すべき方向性の提言
平成24 18518 イスラム経済の拡大に関する研究
平成24 18519 教室設備における快適さの検証
平成24 18520 TPP参加による日本の稲作農家への影響と対応策について
平成24 18521 違法ダウンロードと新たな音楽ビジネス
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平成24 18522 ギリシャデフォルトの危険性を測定する。
平成24 18523 スターバックスコーヒーの事業戦略
平成24 18524 生命保険会社が株式会社化していくことの事由
平成24 18525 中国自動車産業における疑似オープン・モジュラー
平成24 18526 日本におけるK-POPの流行とマーケティング
平成24 18527 高速道路無料化の是非
平成24 18528 観光地マーケティングからみるバリ観光

平成24 18529
音楽配信がもたらしたCD市場の低迷　－音楽配信とCD市場低迷の関係と
要因を分析－

平成24 18530 知識を共有する組織構造とは　－　WEB2.0の活用　－
平成24 18531 クレジットカードの経済学
平成24 18532 なぜ専業主婦になるのか
平成24 18533 資生堂の国際マーケティング論
平成24 18534 地方銀行の課題と解決策平成24 18534 地方銀行の課題と解決策
平成24 18535 私立大学の経営持続について
平成24 18536 液晶テレビメーカーの収益低下
平成24 18537 中小企業の倒産要因と求められる対策
平成24 18538 中小企業における管理会計の発達度合に関する事例調査

平成24 18539
会計基準が人々の生活に与える影響　－退職給付会計基準と従業員給付
の関係－

平成24 18540 IFRSによる公正価値会計導入が企業に与える変化
成 お る 益操作 能性平成24 18541 IFRSにおける利益操作の可能性

平成24 18542
これからの日本で個人投資家として戦い、生きる　－投資の必要性と投資
判断力－

平成24 18543 粉飾決算の実態と投資家としての対策
平成24 18544 企業会計における不動産鑑定士の役割
平成24 18545 これからメガバンクが目指していくべき理想像とは
平成24 18546 IFRSへの関心が高まっている中での中国と日本の会計
平成24 18547 伊達市の移住促進のための産業振興について考える平成24 18547 伊達市の移住促進のための産業振興について考える
平成24 18548 システムダイナミクスによる縮小モデルの考察
平成24 18549 村おこしからみる伊達市ウェルシーランド構想
平成24 18550 セブンプレミアムの成功からみるNBについて
平成24 18551 日本企業がバランス・スコアカードを導入することに対する考察
平成24 18552 「日本労働金庫」設立における課題と解決策

平成24 18553
完成車メーカーの新興国市場進出に伴うサプライヤーシステムの変化とサ
プライヤーの生き残り戦略について

平成24 18554 病院における経営改善に関する 考察平成24 18554 病院における経営改善に関する一考察

平成24 18555
資生堂のマーケティング・チャネル戦略　－アウトオブブランドとドラッグスト
アにおける一般品流通戦略－

平成24 18556 金融マーケティング
平成24 18557 格付けビジネスとその問題点

平成24 18558
金融円滑化法の成果と課題　－リレーションシップバンキングの再構築に
向けて－

平成24 18559 日本銀行と金融政策
平成24 18560 中小企業金融とリレーションシップ・バンキングの有効性
平成24 18561 動産担保融資の可能性
平成24 18562 北海道経済におけるリレーションシップバンキングの可能性
平成24 18563 「バーゼル規制」の変遷
平成24 18564 信用金庫　－　特徴と現在の諸問題　－
平成24 18565 銀行合併の功罪　－　都市銀行と地方銀行の歴史を踏まえて　－
平成24 18566 FDIを主とした技術移転に伴う技術流出防止への提言
平成24 18567 組織コミットメントが従業員の行動に与える影響平成24 18567 組織コミットメントが従業員の行動に与える影響
平成24 18568 商大生カフェCOLPENの実態調査からみる経営分析
平成24 18569 結婚難と婚活のゆくえ
平成24 18570 大学インターンシップ「通年授業科目化」の検討
平成24 18571 サポステを含む若者自立支援の課題と展望
平成24 18572 若年層の早期離職率を低下させる企業のキャリア支援
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平成24 18573 幸福度研究からみる日本の現状と課題
平成24 18574 PISAと日本
平成24 18575 なぜ日本人は働きすぎるのか
平成24 18576 女性が幸せに働くために　女性総合職の就業継続に向けて

平成24 18577
ポップ・アートになったウォーホル　－ウォーホルはいかにしてビジネス・
アーティストに成り得たのか－

平成24 18578 北海道における人口減少のメカニズムに関する考察

平成24 18579
日本における新たな従業員持株制度の導入に関する考察　－導入にあ
たっての課題を中心として－

平成24 18580 ゲーム業界における任天堂の成功要因に関する考察
平成24 18581 現代における中小小売業の存続可能性に関する考察

平成24 18582
消費者心理の変化による購買意思決定への影響に関する考察　－アクア
とプリウスとの比較を通じて－

平成24 18583
TPPに対する世論の形成に関する考察 －なぜ国内世論が大きく二分され

平成24 18583
TPPに対する世論の形成に関する考察　 なぜ国内世論が大きく 分され
ているのか－

平成24 18584 コンサドーレ札幌の強化策に関する考察
平成24 18585 なぜ粉飾決算が後を絶たないのか　－監査人に焦点を当てて－
平成24 18586 「オタク」に対するイメージに関する考察
平成24 18587 海外進出する中小企業の成功要因は何か

平成24 18588
札幌市における少子化対策に関する研究　－「さっぽろ子ども未来プラン」
の考察から見る少子化対策のあり方－

平成24 18589 老舗企業の経営戦略 食品業界における事例研究平成24 18589 老舗企業の経営戦略　－　食品業界における事例研究　－
平成24 18590 ビジネスの観点から見たグリーンICT
平成24 18591 日本の新たな雇用・就職制度の考察　－学生を苦しめない制度へ－

平成24 18592
家電業界から見る地域密着型経営　－パナソニックの地域専門店ビジネス
－

平成24 18593
コンビニエンスストア業界の諸問題とフランチャイズ・システム　－セイコー
マートの戦略から見る脱フランチャイズ－

平成24 18594 労働組合機能の検証とその問題点及び期待される新機能についての研究平成24 18594 労働組合機能の検証とその問題点及び期待される新機能についての研究

平成24 18595 システムエンジニアの労働問題に関する考察
平成24 18596 ディズニーのキャラクター戦略　－ダッフィーを例に－
平成24 18597 外食産業における環境経営への取り組み
平成24 18598 北海道における地元就職支援　－ジョブキタ新卒の現状と課題－
平成24 18599 日本におけるLCCの現状と課題　－国内観光でLCCが利用されるには－

平成24 18600
協働システムの維持とハビトゥスの関係性における組織認識論　－サッポ
ロビールの長期存続プロセスの経時的分析を通じて－ビ ルの長期存続プ セスの経時的分析を通じて

平成24 18601
サッポロビールにおける戦略パターンの形成と北海道地域の戦略的活用
の関係性

平成24 18602
ベンチャー企業にみるビジネスモデルの構築プロセス　－株式会社　ABC 
Cooking Studio の事例－

平成24 18603
経営コンサルティング・ファームにおけるゲーム論アプローチに基づく戦略
構築　－NIコンサルティングの事例分析－

平成24 18604 地域企業における地域資源の経営資源化　－六花亭製菓の事例分析－

平成
女子大生のライフスタイル日記 －コミュニティカフェと共に過ごした六八〇

平成24 18605
女子大生のライフスタイル日記　 コミュニティカフェと共に過ごした六八〇
日間－

平成24 18606
大手小売業の多角化戦略におけるアンゾフモデルによる分析　－イオング
ループの事例より－

平成24 18607 経営理念と戦略行動の関係性メカニズム　－六花亭製菓の事例から－

平成24 18608
日本の家具業界における製版一貫体制の競争優位性から見る今後の家
具産地の在り方

平成24 18609 大学生と新聞の壁をぶっ壊す　－僕のジャーナリズム回想録－
平成24 18610 スト リ の戦略におけるSHRM ユナイテッドアロ ズの事例分析平成24 18610 ストーリーの戦略におけるSHRM －ユナイテッドアローズの事例分析－
平成24 18611 コア・コンピタンスを生かした自己成就的予言　－旭化成の事例から－
平成24 18612 花王販社制における情報的経営資源と戦略構造

平成24 18613
ビジネスシステムにおける経済性の追求　－アークスグループの事例から
－

平成24 18614 行政組織における組織革新の困難性　－夕張市の事例分析－
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平成24 18615 地域医療ベンチャーの社会的戦略　－A内科消化器科の事例－
平成24 18616 戦略構築と環境創造のメカニズム　－大戸屋の事例－
平成24 18617 建設業界の現状と未来
平成24 18618 日本のデジタルカメラ業界のマーケティング分析
平成24 18619 SNS業界の競争戦略　－mixiのケース分析より－
平成24 18620 小売業の成長におけるPBの役割
平成24 18621 ニューヨークにおける日本食飲食店のマーケティング戦略
平成24 18622 重工業界におけるマーケティング　－　IHIのケース分析　－
平成24 18623 グローバル化に伴う日本の雇用システムの在り方
平成24 18624 化学業界の現状と今後　－　三菱レイヨンを中心として見る　－
平成24 18625 十勝地方の地域ブランド戦略
平成24 18626 日本家電メーカーの衰退についての研究
平成24 18627 進化するICTにおける広告のあり方について
平成24 18628 日本のGMS二強の変遷と今後の動向平成24 18628 日本のGMS二強の変遷と今後の動向
平成24 18629 ＩFＲＳによる有形固定資産の認識と評価および日本会計基準との差異
平成24 18630 ヘッジの有効性判定に関する考察

平成24 18631
リース物件に瑕疵がある場合のリース資産、リース債務のオン・バランス、
オフ・バランスの問題　－　減損会計の適用と貸主（レッサー）保護から借

平成24 18632
繰延資産の会計問題　－　「繰延資産」対「費用計上」から「費用計上」対
「資本控除へ」　－

平成24 18633 エンターテインメント業界における社会貢献活動について
成 札幌 演劇市場 お る課題平成24 18634 札幌の演劇市場における課題について

平成24 18635
北海道土産が売れる要因と観光客の土産品に対する購買観念についての
考察

平成24 18636 温泉のポテンシャル　－　温泉力を観光力に　－
平成24 18637 女性ファッション誌が読者にもたらす「便益」についての考察
平成24 18638 観光地の持続的発展とリピーター観光客の関係について
平成24 18639 商業施設のトイレ空間におけるストアロイヤルティの構築
平成24 18640 中元・歳暮市場の可能性について平成24 18640 中元 歳暮市場の可能性について

平成24 18641
家具産業における地場産業の役割　－旭川家具産地と他地域との比較よ
り－

平成24 18642 日本のビール産業の現状と動向
平成24 18643 自治体アンテナショップの経営課題と解決策

平成24 18644
日本プロ野球の再興　－メジャーリーグの努力と日本ハムファイターズの
戦略を中心に－

平成24 18645 文学賞やその他の要因が小説の売上に与える影響
平成24 18646 ソ シャルメディアとマ ケティング平成24 18646 ソーシャルメディアとマーケティング
平成24 18647 地震保険制度の現状と課題
平成24 18648 公的介護保険の変遷
平成24 18649 公的年金に対する個人年金保険の代替可能性
平成24 18650 「市場共創」型BOPビジネスの考察　－インドにおける事例研究を通して－

平成24 18651
カスタマー・サティスファクション及びカスタマー・ロイヤルティ形成戦略モデ
ルの実証

平成24 18652 プロ野球球団の地域密着度の分析
平成24 18653 主婦の代理購買活動とマーケティング戦略
平成24 18654 ネットショッピング業者の日中比較　－楽天とタオバオに焦点をあてて-
平成24 18655 ヤマハの国際マーケティング　－　楽器市場を中心に　－
平成24 18656 グローバルなブランド体系の構築・管理・戦略　－ネスレ社を事例に－
平成24 18657 日米ペットマーケティングの傾向と今後の展望

平成24 18658
海外小売業の日本進出の際に考慮すべき留意点について　－コストコ・カ
ルフール・ウォルマートの参入－

平成24 18659 グローバル化する食べ物 － 寿司の国際化 －平成24 18659 グロ バル化する食べ物　 　寿司の国際化　
平成24 18660 国際カラーマーケティングにおける課題
平成24 18661 音楽ビジネスにおけるマーケティング戦略
平成24 18662 公務員の守秘義務
平成24 18663 警察法と裁量
平成24 18664 朝日訴訟再考　－　「人らしく生きる」、現代への課題　－
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平成24 18665 「行政の危険防止責任」とは何か
平成24 18666 法律上の争訟要件と宝塚市事件の考察

平成24 18667
ファイナンスリース取引の法的性質　－リース物件に瑕疵ある場合の法的
処理－

平成24 18668
賃貸住宅での自殺に係る賠償責任　－賃貸人の損額賠償請求に関する一
考察－

平成 景観利益に関する 考察 国立景観訴訟を中心とし平成24 18669 景観利益に関する一考察　－　国立景観訴訟を中心として　－
平成24 18670 二次創作は違法か？著作権法の憲法上から見た問題点
平成24 18671 対抗言論（more speech）
平成24 18672 憲法９条と自衛権
平成24 18673 自殺予防の考察
平成24 18674 生活保護受給者の課題
平成24 18675 社会保障と企業福祉
平成24 18676 知的障がいと犯罪平成24 18676 知的障がいと犯罪
平成24 18677 障害を持つ子どもを持つということ
平成24 18678 パワハラを防ぐには　－　パワハラ・職場のいじめ問題を考える　－
平成24 18679 高齢者施設における安全配慮義務
平成24 18680 インサイダー取引における民事責任について
平成24 18681 生活保護の補足性と稼働能力をめぐる問題点

平成24 18682
民事再生法上の共益債権を代位弁済した者が、民事再生手続きによるこ
となくこれを行使することの可否
株主の保護と経営者による社外取締役の選出 対立する社員権と契約

平成24 18683
株主の保護と経営者による社外取締役の選出　－対立する社員権と契約
自由の原則－

平成24 18684 組織再編における株式買取請求権
平成24 18685 再建型倒産手続とABL担保権
平成24 18686 派遣雇用における使用者責任について
平成24 18687 有期労働契約の雇止めをめぐる問題点
平成24 18688 進化する犯罪　－　ハイテク犯罪　－
平成24 18689 情報の法的保護平成 情報の法的保護
平成24 18690 インターネット上の名誉毀損
平成24 18691 裁判員制度と量刑
平成24 18692 自殺の法的評価と自殺関与罪の処罰根拠
平成24 18693 事実の錯誤と法律の錯誤の限界

平成24 18694
電子書籍について　－　市場の概観及び、ニコニコ動画における電子書籍
についての分析と考察　－

平成24 18695 青果物流通と卸売市場
平成24 18696 東風戦におけるフォ ムの違いと時間と食物の与える影響平成24 18696 東風戦におけるフォームの違いと時間と食物の与える影響
平成24 18697 ジャイアニズム・リーダー論
平成24 18698 無気力試合防止のための 善策の考察と提案

平成24 18699
貿易自由化に挑む北海道農業　－　『食料生産工場』としての地域ブランド
作り　－

平成24 18700 TPPの論点と、施行後の生活
平成24 18701 人はなぜヒッチハイクをするのか
平成24 18702 株式会社における監査役の意義
平成24 18703 パロディの立法化について
平成24 18704 キャラクター保護の現状について
平成24 18705 JASRACの活動と今後の課題
平成24 18706 翻案権と類似性　東京地裁平成20年7月4日判決（博士イラスト事件）
平成24 18707 著作権法第20条『同一性保持権』概論および今後の展望
平成24 18708 著作物性に関する考察
平成24 18709 著作権法における権利制限の一般規定について
平成24 18710 超実践！国際取引と仲裁大会 －小樽から世界へ－ ８名共著平成24 18710 超実践！国際取引と仲裁大会　－小樽から世界へ－ ８名共著
平成24 18711 保証人の保護についての考察
平成24 18712 インターネット上の名誉棄損における損害賠償
平成24 18713 扶養義務の範囲と求償について
平成24 18714 不特定物の売買における瑕疵担保責任
平成24 18715 債権譲渡の対抗要件と民法改正についての考察
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平成24 18716 境界線付近の法律問題について
平成24 18717 不法行為責任と債務不履行責任の関係（請求権競合）
平成24 18718 マンションの建替・復旧に関する一考察
平成24 18719 ファイナンス・リースを巡る法律関係の考察
平成24 18720 民法177条における第三者の範囲について
平成24 18721 無権代理の相続とその責任
平成24 18722 会社法における内部統制システム整備とその責任
平成24 18723 胎児は被保険者か
平成24 18724 海上保険における海賊
平成24 18725 早稲田大学年金減額事件から考える企業年金減額問題
平成24 18726 取締役の会社に対する責任とその保護　－アメリカ法制度に学んで－
平成24 18727 専門家の責任についての考察
平成24 18728 商法9条と外観保護規定
平成24 18729 ライブドア事件の検討平成24 18729 ライブドア事件の検討
平成24 18730 日米M＆A法制の比較

平成24 18731
退職慰労金不支給決議を主導した支配的株主と代表取締役に対する不法
行為成立について

平成24 18732
福島原発事故における東電の賠償責任とその実施について　－賠償責任
の法律的アプローチと、同社CSRの検討－

平成24 18733 社外取締役選任義務化の可否
平成24 18734 定款所定の目的による会社の権利能力の制限について

成 和憲法と自衛隊平成24 18735 平和憲法と自衛隊
平成24 18736 憲法19条と日の丸・君が代について
平成24 18737 日本における冤罪の原因と刑事訴訟の問題点について
平成24 18738 日本の裁判員制度について
平成24 18739 表現の自由とプライバシーの権利の調整
平成24 18740 夫婦同氏強制制度について
平成24 18741 衆議院議員定数不均衡訴訟についての考察
平成24 18742 平和的生存権について平成24 18742 平和的生存権について
平成24 18743 生存権における立法不作為の違憲確認訴訟について
平成24 18744 国際化とカルテル
平成24 18745 プロ野球ドラフト制度と独占禁止法
平成24 18746 輸入総代理店と独占禁止法
平成24 18747 現代日本の教育の現状と課題
平成24 18748 書籍再版と独占禁止法
平成24 18749 独占禁止法と流通業界

絶平成24 18750 国際カルテルの現状と根絶に向けて
平成24 18751 TPP締結による日本の産業の変化
平成24 18752 エッセンシャル・ファシリティ理論と日本の携帯電話産業
平成24 18753 NBAから見た名選手監督あらずに関する考察
平成24 18754 フロー体験と監督の存在
平成24 18755 学生の集団思考
平成24 18756 メンタルトレーニングとフロー体験

成
場所性が与える行動への影響に関する研究 －非日常的コミュニケーショ

平成24 18757
場所性が与える行動への影響に関する研究　 非日常的コミュニケ ショ
ンに着目したドラマの場面分析－

平成24 18758
ポアソン回帰モデルを用いたJリーグ・2011シーズンのシミュレーションに関
する研究

平成24 18759 公共施設の 適配置問題に関する研究
平成24 18760 DEAを用いたメジャーリーグの日本人投手の評価に関する研究
平成24 18761 AHPを用いた大学評価手法の研究
平成24 18762 観光流動の移動距離を考慮した地域特性の分析
平成24 18763 鉄道車窓景観から見た都市境界の分析平成24 18763 鉄道車窓景観から見た都市境界の分析
平成24 18764 連続する日常イベントが与える幸福感について
平成24 18765 小樽商科大学に通学するために 適な物件の選び方に関する研究
平成24 18766 適な道路の削減方法に関するモデル分析

平成24 18767
アルバイト労働者のモチベーションとコミュニケーションの関係性に関する
研究
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平成24 18768 建蔽率を用いた都市空間の評価手法に関する研究
平成24 18769 音楽CDが生き残るために
平成24 18770 感性評価によるSNSの考察
平成24 18771 テキストマイニングによるサラリーマン川柳から見た近代日本
平成24 18772 重回帰分析を用いての競馬の着順予想
平成24 18773 札幌市における冬期国道交通の雪害による経済損失に関する研究
平成24 18774 CS分析による小樽商科大学および大学生協学生食堂の満足度調査
平成24 18775 広告効果の推定と関連する経済指標についての研究
平成24 18776 友人関係によるユーモア志向形成の考察
平成24 18777 DEAによる地方自治体の経営効率分析
平成24 18778 地方議会会議録の目次を対象とした『節』の自動作成に関する研究
平成24 18779 論点のすり替えの自動抽出の手法に関する研究
平成24 18780 DEAによる全国政令指定都市の評価

Visual SLAMによるスーパーマーケットのレジカウンターにおける待ち行列
平成24 18781

Visual SLAMによるスーパーマーケットのレジカウンターにおける待ち行列
シミュレーション

平成24 18782 階層分析法によるITベンチャー起業候補地の選定
平成24 18783 Visual SLAMによるレンタルビデオショップの待ち行列シミュレーション
平成24 18784 コンビニエンスストアのレジ待ち行列シミュレーション
平成24 18785 Visual SLAMによる大学生協レジ待ち行列シミュレーション
平成24 18786 机不足待ち行列システムのシミュレーション
平成24 18787 道内大学生のファン心理およびファン行動に関する研究
平成24 18788 幼児教育におけるICT機器導入の検討
平成24 18789 観光資源としてのおたる水族館の利活用に関する研究
平成24 18790 授業におけるTwitter利用が学生に与える学習効果の検討
平成24 18791 小樽商大生のライフスタイルによる小樽市内の賃貸物件の分類
平成24 18792 飲食店における機会損失低減のための座席案内方法の検討

平成24 18793
エージェントの応答時間に基づくエージェントに対するユーザーの印象と信
頼度の検討

平成24 18794 小樽商大生のファッションに対する価値観とライフスタイルの関連性平成24 18794 小樽商大生のファッションに対する価値観とライフスタイルの関連性
平成24 18795 複数人におけるテレビ視聴のUXに関する研究
平成24 18796 インターネットを使用したサービスデザイン　－国民的アイドルAKB48－
平成24 18797 生活用品の利用ライフサイクルと習慣性に関する考察
平成24 18798 土産物菓子における定番品の形成に関する考察
平成24 18799 インターネット環境におけるユーザビリティ
平成24 18800 部室予約システムの構築と評価

平成24 18801
商店街活性化に向けたアプローチ方法の提案　－旭川市平和通買物公園
商店街 歩行者通行量増加を目的とし

平成24 18801
商店街の歩行者通行量増加を目的として－

平成24 18802 背景的情報に着目した観光Webサイトの構築と評価
平成24 18803 観光客の購買支援を目的とする観光情報提供のあり方

平成24 18804
地方自治体におけるソーシャルメディア有効利用のための評価指標に関
する研究

平成24 18805
大学生のメディア利用傾向に基づいた災害時ソーシャルメディア利用に関
する研究

平成24 18806 日本における電子書籍の課題と普及に向けた提案のための一考察普 考
平成24 18807 GPS・GISを用いた観光歩行行動の分析　－小樽運河エリアを対象として－

平成24 18808 遠隔操作ウイルス事件から見るインターネットの特性

平成24 18809
放置自転車問題対策としての路肩駐輪場の提案　－札幌市都心部を事例
として－

平成24 18810 外国資本に狙われる北海道の水源地

平成24 18811
ソーシャルメディアの利点と危険性　－緊急時にTwitterはどう使われたか
－

平成24 18812 日本の会計基準と国際会計基準の違いについて平成24 18812 日本の会計基準と国際会計基準の違いについて
平成24 18813 ホームセキュリティに関する体感治安向上対策
平成24 18814 食品産業における少子高齢化の影響
平成24 18815 クラウドサービスの利便性と安全性に関する考察

平成24 18816
大学生における運動習慣の有無が生活習慣および疲労回復に及ぼす影
響
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平成24 18817
「睡眠の質」を考える　－高校・大学・社会人の「睡眠」と「生活リズム」の横
断調査に基づく分析と考察－

平成24 18818 第二次世界大戦期の日本人捕虜の背景と、それによる２つの悲劇
平成24 18819 大正新教育運動
平成24 18820 天気と気分について
平成24 18821 CMCにおける他者の匿名性が自己開示に及ぼす影響

築 プ
平成24 18822

一定集団における効果的な階層関係の構築　フォロワーシップの観点をふ
まえて

平成24 18823 説得とパーソナリティの関連について
平成24 18824 夢と個人特性の関係性
平成24 18825 時間評価を決定づける要因の研究
平成24 18826 奇抜な名づけにかかわる要因の分析
平成24 18827 外在的考え方の理論的検討と尺度作成の試み
平成24 18828 正則関数と複素積分平成24 18828 正則関数と複素積分
平成24 18829 高校数学で用いられる定理・公式の考察
平成24 18830 複素数と微分・積分への応用
平成24 18831 複素関数
平成24 18832 複素関数
平成24 18833 微分方程式
平成24 18834 複素微分と複素積分
平成24 18835 確率分布と統計

成 複素関数 微分平成24 18836 複素関数の微分
平成24 18837 複素数の性質
平成24 18838 複素関数及び、微分方程式の日常への応用
平成24 18839 Integrity and Evil in Othello
平成24 18840 Oxymorons and Contrasts in Romeo and Juliet

平成24 18841
The Acts and Views of Hamlet towards Women　－"Frailty,Thy Name Is 
Woman"－

平成24 18842 The Significant Story of the Three Caskets in The Merchant of Venice平成24 18842 The Significant Story of the Three Caskets in The Merchant of Venice
平成24 18843 How Much Did My English improved for 9 months in America?
平成24 18844 解析、中国のインフレ
平成24 18845 Do Japanese have Aikokushin?

平成24 18846
The Media Literacy in Japan　－ Based on the Activities in the UK and 
Canada －

平成24 18847 Are Japanese Irreligious?
平成24 18848 Why Can Japanese Not Speak English?
平成24 18849 Wh t I F th li ?平成24 18849 What Is Fatherliness?

平成24 18850
Is Globalism Spreading Around Japan?　－ Focus on the Nonverbal 
Communication －

平成24 18851 The Differences between Japanese and Foreign College Students
平成24 18852 Feature and Tendency of Computer Mediated Communication
平成24 18853 Are Japanese People Really Overworked?
平成24 18854 Why Japanese People do not Like Intercultural Communication?
平成24 18855 Are Japanese Over-Time Workers?p

平成24 18856
Are You an Extroverted or Introverted Person?　－ The Difference of 
Personality in Different Countries －

平成24 18857
The Difference of Consciousness about Blood Type 　－ Using Fortune 
Telling with Blood Type －

平成24 18858 The Modern Leadership by Learning from Football Managers
平成24 18859 The Attractiveness of Living in Sapporo
平成24 18860 The Difference in Opinions on Marriage between Men and Women
平成24 18861 Intercultural Communication and Obstructive Factors平成24 18861 Intercultural　Communication and Obstructive Factors

平成24 18862
The Importance of Communities in Disaster Prevention 　－ What if The 
Great Earthquake Happen in Sapporo City? －

平成24 18863 カミュ『異邦人』における不条理
平成24 18864 原子力発電の是非を考える　－　日仏の比較を通して　－
平成24 18865 流行を生み出す都市
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平成24 18866 「固さ」と社会・人間　アンリ・ベルクソンの『笑い』から考える
平成24 18867 日本の「婚活」ブームと世界の結婚事情
平成24 18868 フランス映画の衰退について
平成24 18869 なぜルーヴル美術館は世界一になれたのか
平成24 18870 日本とフランスのテーマパークの実態
平成24 18871 伝統と歴史のフランス車
平成24 18872 ジャンヌ・ダルクについて
平成24 18873 Discovery of the Real Art and Beauty in The Picture of Dorian Gray

平成24 18874
Self-Alienation and Self-Unification in Strange Case of Dr.Jekyll and 
Mr.Hyde

平成24 18875
Analysis of the Behavior Providing Changes in the Acceptance of Beings 
in Adventures of Huckleberry Finn

平成24 18876 Minting of Desire,Money,and Femininity in Moll Flanders
平成24 18877 Two-Facedness of Edgar Allan Poe as an Artist and Artisan平成24 18877 Two Facedness of Edgar Allan Poe as an Artist and Artisan
平成24 18878 The Way of Life Learned From The Adventures of Tom Sawyer
平成24 18879 Corruption and Revival of Irish Culture in Dubliners
平成24 18880 Sense of Beauty and Imagination in Anne of Green Gables

平成24 18881
Projection of Masculinity upon Progressive Femininity in The Sun Also 
Rises

平成24 18882 The Subject-Object Relation:Visual Commerce in Gulliver's Travels

平成24 18883
A comparative study of arguments between American and Japanese 

ll t d t t i diff i i ti t l
平成24 18883

college students to examine differences in communication style

平成24 18884
Pragmatic Strategies of Making Suggestions in Japanese: What kinds of 
linguistic forms are used to make suggestions depending on contexts in 
Japanese Otaru University of Commerce

平成24 18885
Dialect in Rebun Island 　－ Differences of dialect in the three areas in 
the island －

平成24 18886 国内繊維産業の生産拠点についての考察
平成24 18887 キャズム理論を用いた、後発製品の成功戦略
平成24 18888 環境配慮型投融資の現状と課題
平成24 18889 サーバント・リーダーシップから見る組織の繋がり
平成24 18890 日本企業における外国人IT技術者の活用とその可能性
平成24 18891 女性のWLBの現状　－迷わず働き続けることを選択するには－
平成24 18892 BOPビジネスにおける企業の成果と、日本企業が欧米企業から学ぶこと
平成24 18893 競馬と社台グループの歴史からみる競走馬生産牧場の経営戦略
平成24 18894 北海道観光と経済
平成24 18895 日本はTPPに参加すべきか 日本の農業はどうなる平成24 18895 日本はTPPに参加すべきか　－日本の農業はどうなる－
平成24 18896 日本ハムファイターズの地域密着戦略とその効果
平成24 18897 北海道音更町の人口増加の要因分析
平成24 18898 国際会計基準が与える影響
平成24 18899 多元化する福祉サービスと高齢者介護「在宅介護発展のために」
平成24 18900 変りゆくプロ野球のこれからについて
平成24 18901 バブルとは　－日本で起きた状況を中心に－
平成24 18902 企業、組織における情報管理について
平成24 18903 観光情報提供のあり方に関する研究　－小樽運河エリアを事例にして－
平成24 18904 Facebookを活用した地域活性化に関する研究　－小樽を事例として－

平成24 18905
How Does Speaker Gender Influence Backchanneling Frequency? From 
the perspective of Accommodation theory

平成24 18906
商大生の高齢者イメージ調査　－若年者の高齢者へのイメージを改善する
ために－

平成24 18907 習い事・塾が及ぼすストレス耐性への影響について
平成24 「18908-18918」は修士論文平成24 「18908 18918」は修士論文
平成24 「18919」は修士論文
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