
小樽商科大学 卒業論文 （昭和55年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和55 「5507～5509」は修士論文
昭和55 5510 マーシャル・プランから世界的な相互依存まで
昭和55 5511 多国籍企業の経済学
昭和55 5512 厚生経済学の理論と実際
昭和55 5513 第3世界の挑戦への対応
昭和55 5514 新国際経済秩序
昭和55 5515 多国籍企業の経済学
昭和55 5516 多国籍企業の経済学
昭和55 5517 グローバルな交渉
昭和55 5518 国内均衡と国際均衡の同時達成
昭和55 5519 インフレーション、為替レートおよび世界経済
昭和55 5520 貿易政策と経済厚生
昭和55 5521 ユーロ・ダラー
昭和55 5522 インフレーション、為替相場および世界経済
昭和55 5523 IMF体制
昭和55 5524 オイルマネーに関する一考察
昭和55 5525 荷為替信用状の理論と実務
昭和55 5526 信用状の法律的性質
昭和55 5527 円相場と日本経済
昭和55 5528 オイルマネーの還流問題
昭和55 5529 荷為替信用状取引における留意事項
昭和55 5530 カントリー・リスクの考察
昭和55 5531 欧州通貨制度（E.M.S）
昭和55 5532 海上保険の貿易実務
昭和55 5533 北海道における人工動態
昭和55 5534 戦後日本の雇用と失業
昭和55 5535 経済発展と都市への人口集中
昭和55 5536 戦後の日本経済における寡占問題
昭和55 5537 戦後日本の経済発展と人口の都市集中
昭和55 5538 わが国における中小企業問題
昭和55 5539 地域構造の変貌
昭和55 5540 農業生産要素における構造的変動
昭和55 5541 我国の福祉指標
昭和55 5542 農業人口と農家
昭和55 5543 戦後日本経済の成長の分析
昭和55 5544 経済発展と都市集中
昭和55 5545 婦人労働者の雇用と賃金
昭和55 5546 農業所得の低位
昭和55 5547 オイルショックと北海道鉱工業
昭和55 5548 雇用構造の変化と賃金決定機構
昭和55 5549 中小企業の労働問題
昭和55 5550 マクロ経済分析
昭和55 5551 所得分配理論とその展望
昭和55 5552 現代経済成長理論に関する考察
昭和55 5553 企業の投資および金融行動の理論
昭和55 5554 需要の予測
昭和55 5555 ベイズ手法による推定と仮説検定
昭和55 5556 需要予測
昭和55 5557 インフレーション
昭和55 5558 水平なIS曲線とその成立
昭和55 5559 戦費調達に関するケインズ理論の考察
昭和55 5560 エネルギー事情
昭和55 5561 補償原理による厚生基準の展開
昭和55 5562 安定化政策について
昭和55 5563 マネーサプライと経済の安定性
昭和55 5564 景気調整過程におけるオーバーシューティングとアンダーシューティング
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昭和55 5565 物価と利子率
昭和55 5566 アメリカ経済の大恐慌における金融政策の有効性と限界
昭和55 5567 労働移動と経済成長
昭和55 5568 実質残高効果についての考察
昭和55 5569 合衆国戦後経済についての一考察
昭和55 5570 インフレーションの経済学
昭和55 5571 ケインズ経済学の有効性
昭和55 5572 産業社会と高等教育の方向
昭和55 5573 日本の余暇の現状
昭和55 5574 地方自治の日本的特色
昭和55 5575 日本労使関係論
昭和55 5576 歴史的にみた日本経済に於ける国有鉄道の役割
昭和55 5577 大都市の現状と大都市政策
昭和55 5578 日本人の意識構造
昭和55 5579 通貨制度に関する一考察
昭和55 5580 ゼロ成長論と日本経済
昭和55 5581 現代混合経済における政府の財政的役割とその意義
昭和55 5582 資本主義の発展と都市問題
昭和55 5583 間接的効用関数と双対定理
昭和55 5584 日本の家計における線型支出体系の計測
昭和55 5585 日本における経済予測
昭和55 5586 マネー・サプライ管理
昭和55 5587 日本の金融政策の実証分析
昭和55 5588 リカードウ地代論の形成とその理論的諸問題
昭和55 5589 リカード機械論と蓄積論
昭和55 5590 リカードゥ価値論の生成
昭和55 5591 リカード外国貿易論の再検討
昭和55 5592 場所請負制成立の前提
昭和55 5593 皇妹和宮
昭和55 5594 田沼意次
昭和55 5595 享保改革における農村政策
昭和55 5596 秩父事件
昭和55 5597 明治財政の確立過程と松方財政
昭和55 5598 会計的内部統制と監査人の責任
昭和55 5599 「会計学の原理」を読んで
昭和55 5600 企業社会会計論
昭和55 5601 イギリスにおける現在価値会計
昭和55 5602 会計測定の理論
昭和55 5603 アメリカ会計原則の歴史的考察
昭和55 5604 有形固定資産会計について
昭和55 5605 実体資本維持会計
昭和55 5606 情報会計論
昭和55 5607 引当金に関する一考察
昭和55 5608 会計公準論
昭和55 5609 販売促進活動に対応する消費者心理の探究
昭和55 5610 マーケティング戦略におけるブランドの役割
昭和55 5611 現代広告の機能と規制に関する一考察
昭和55 5612 商品と広告
昭和55 5613 国際市場での石油価格
昭和55 5614 広告管理の領域と評価
昭和55 5615 CMと現代人感覚
昭和55 5616 商品開発考
昭和55 5617 企業合同による独占の進行と問題点
昭和55 5618 消費者行動理論の分析と商品開発
昭和55 5619 流通機構発展の歴史的背景と今後の課題
昭和55 5620 広告に関する一般理論
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昭和55 5621 商品包装の概観
昭和55 5622 小売店における商品構成の検討
昭和55 5623 固定相場と変動相場
昭和55 5624 アメリカの金融政策と金融制度
昭和55 5625 長期国際資本移動の規則
昭和55 5626 金利、先物レート、及び為替レート期待の実証的研究
昭和55 5627 生命保険
昭和55 5628 アメリカにおける銀行の大企業支配
昭和55 5629 人と業績
昭和55 5630 多国籍企業　その行動の性質・戦術・神話
昭和55 5631 国家経済計画はいかに実用的であるか
昭和55 5632 ブレトン・ウッズ時代後の資本流動と為替相場の伸縮性
昭和55 5633 国際為替制度における貨幣
昭和55 5634 ビジネスの将来
昭和55 5635 為替リスクと国際的な企業金融
昭和55 5636 多国籍企業の将来
昭和55 5637 国際銀行業務における貨幣及び為替取引き
昭和55 5638 小売店経営システム論
昭和55 5639 マーケティング経営システムにおける消費者行動モデル
昭和55 5640 コンシューマリズム
昭和55 5641 消費行動における広告とパーソナル・コミュニケーション
昭和55 5642 現代日本の飲酒文化とその変容
昭和55 5643 J.M.I.　健康調査票研究紹介
昭和55 5644 アルコール依存症と断酒会
昭和55 5645 うつ病的な、余りにうつ病的な
昭和55 5646 アヘン系薬物と現代社会の親和性
昭和55 5647 アルコール症に関する古典的文献についての考察
昭和55 5648 現代日本における飲酒行動
昭和55 5649 行動療法に関する考察
昭和55 5650 一流企業イメージ調査
昭和55 5651 過剰適応への警鐘
昭和55 5652 日本の飲酒社会と断酒会
昭和55 5653 本の流通と再販問題について
昭和55 5654 日本の国債その発展過程と現状
昭和55 5655 戦後日本経済の変化における証券市場の構造変化
昭和55 5656 流通構造の変化と消費者信用
昭和55 5657 生活協同組合運動の歴史と理論
昭和55 5658 現代における生命の復権
昭和55 5659 時代を撃つ視座
昭和55 5660 上代特殊仮名遣について
昭和55 5661 バーナードの権威理論と官僚制
昭和55 5662 バーナード組織理論と行為理論
昭和55 5663 日本の自動車産業　上
昭和55 5664 日本の自動車産業　下
昭和55 5665 不確実性と資本調達
昭和55 5666 実際的投資決定方法の研究
昭和55 5667 デムスキーの事後分析の検討
昭和55 5668 投資選択における資本資産評価モデル(CARM)の展開
昭和55 5669 直接原価計算の検討
昭和55 5670 ポートフォリオ分析と投資決定
昭和55 5671 資本構成の側面から見た資本コスト
昭和55 5672 線型計画法
昭和55 5673 予算統制の行動的側面
昭和55 5674 予算統制における適応行動
昭和55 5675 アンゾフの戦略理論の新展開
昭和55 5676 キャパシティ・コストの概念とその管理
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昭和55 5677 予算編成についての新しい試み
昭和55 5678 アメリカにおける標準原価計算確立の歴史的過程
昭和55 5679 予測統制に関する考察
昭和55 5680 標準原価管理と予算統制
昭和55 5681 多国籍企業をめぐる諸問題
昭和55 5682 OPEC戦略の歴史的展開とその将来
昭和55 5683 日米自動車摩擦
昭和55 5684 国際石油資本の戦略
昭和55 5685 多国籍銀行業
昭和55 5686 イランをめぐる諸問題
昭和55 5687 多国籍コングロマリット
昭和55 5688 総合商社の存在理由
昭和55 5689 日本型多国籍企業の現状とその将来
昭和55 5690 北方領土の帰属に関して
昭和55 5691 EEC条約第85条におけるカルテル規制の展開
昭和55 5692 国際海峡の通航制度
昭和55 5693 海洋汚染に関する国際規制の考察
昭和55 5694 現代ソ連の対外政策における問題点
昭和55 5695 EMS(欧州通貨制度)
昭和55 5696 災害と営造物責任
昭和55 5697 共同不法行為
昭和55 5698 銀行預金の差押と相殺
昭和55 5699 未熟児網膜症判決を思う
昭和55 5700 相殺の担保的機能
昭和55 5701 人身事故における逸失利益算定の諸問題
昭和55 5702 損害賠償請求権の相続性
昭和55 5703 売買契約における瑕疵担保責任
昭和55 5704 物権変動における悪意の第三者
昭和55 5705 我国の自動車事故被害者救済制度とその実体
昭和55 5706 不当利得における因果関係
昭和55 5707 両建預金の法律的規制と抑制の可能性
昭和55 5708 建物保護法1条における借地権対抗力の有無
昭和55 5709 製造物責任
昭和55 5710 法律行為の取消と登記について
昭和55 5711 共同不法行為論と複数原因者による公害
昭和55 5712 取締役の監視義務
昭和55 5713 商法第266条13にいう取締役責任と一般不法行為責任との競合
昭和55 5714 株主の決議権排除
昭和55 5715 違法な自己株式の取得・質受の効力と無効の主張
昭和55 5716 株主総会決議取消の訴と裁量棄却
昭和55 5717 譲渡制限に違反した株式譲渡の効力
昭和55 5718 株券発行前の株式譲渡
昭和55 5719 代表取締役の代表権の範囲と代表権濫用行為・専断的代表行為の効力
昭和55 5720 取締役・会社間の取引と間接取引
昭和55 5721 商法245条1項1号にいう営業の譲渡の概念の明確化についての一考察
昭和55 5722 名目的取締役の対第三者責任
昭和55 5723 日本人にとっての社会と労働
昭和55 5724 協約自治と個別意志
昭和55 5725 就業規則の不利益変更に関する法的考察
昭和55 5726 労働を通じての自立
昭和55 5727 出向の法理論
昭和55 5728 日本人の平和意識
昭和55 5729 ユーゴスラビア
昭和55 5730 北方領土問題
昭和55 5731 安保体制と日本のとるべき道
昭和55 5732 ブレジネフ・ドクトリンと東欧
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昭和55 5733 ソ連外交史
昭和55 5734 アメリカ外交政策の決定について
昭和55 5735 カンボジア革命と対ベトナム紛争
昭和55 5736 イラン革命の意義とそれをめぐる国際関係
昭和55 5737 明日への提言
昭和55 5738 石油王国サウジアラビアの内政と外交
昭和55 5739 南部アフリカをめぐる国際政治
昭和55 5740 日本・ドイツ・イタリアにおけるファシズム運動と新左翼勢力の比較
昭和55 5741 インドの現状と課題
昭和55 5742 国際分業論
昭和55 5743 線形計画法
昭和55 5744 数理計画法
昭和55 5745 PERT
昭和55 5746 待ち行列
昭和55 5747 データ分析と予測
昭和55 5748 日米経済摩擦
昭和55 5749 小樽市の倉庫業に関する物流システム分析
昭和55 5750 ゲームの理論
昭和55 5751 在庫管理
昭和55 5752 在庫管理
昭和55 5753 経営組織における意思決定
昭和55 5754 意思決定理論
昭和55 5755 CAIにおけるシミュレーションゲーム
昭和55 5756 意志決定支援の情報システム　-倒産危険分析システム-
昭和55 5757 GPDSを用いた交通モデルの一考察
昭和55 5758 多評価関数 適化モデル
昭和55 5759 環境問題における社会的費用
昭和55 5760 主成分分析法による企業評価の例
昭和55 5761 クラスター分析法による企業経営分析
昭和55 5762 システムの 適化
昭和55 5763 Lisp F3 システム
昭和55 5764 MY-C コンパイラの作成
昭和55 5765 APLサブセットシミュレータの作成
昭和55 5766 SIMPLコンパイラの作成
昭和55 5767 SHAZAM処理系の移植
昭和55 5768 BCPL INTCODE の徹底分析
昭和55 5769 国民生活の向上
昭和55 5770 沈黙の諸形態のための一試論
昭和55 5771 社会の形態について
昭和55 5772 流動性選好説と貸付資金説
昭和55 5773 適成長理論
昭和55 5774 Money, monetary policy and a time lag
昭和55 5775 自由と平等　-所得課税をめぐって-
昭和55 5776 貨幣の分析
昭和55 5777 人口論　-人口変動と資本形成-
昭和55 5778 キリスト教史に於けるマルコ伝
昭和55 5779 ケインズの経済学
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