
小樽商科大学 卒業論文 （昭和58年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和58 6405 情報量統計学　-AICによる 適モデルの選択-
昭和58 6406 米の生産調整と需給
昭和58 6407 重回帰分析における変数選択とそのプログラム
昭和58 6408 経済学における分析道具としての情報というものの考え方について
昭和58 6409 産業界のための住居論
昭和58 6410 成長経済における税と国債　-アトキニソンとステイグリツによる分析-
昭和58 6411 ゲームの理論　-有限2人ゲームについて-

昭和58 6412
ケインズ理論解釈の3つの観点　-特にヒックスによる賃金とインフレーショ
ンの再定化合理的期待形成学派の台頭-

昭和58 6413 現代の国鉄問題を考えて
昭和58 6414 戦後日本のインフレーション
昭和58 6415 日本の景気予測
昭和58 6416 日本経済と二つの石油危機　-1970年代の日本経済の分析-
昭和58 6417 貨幣・インフレーションの理論
昭和58 6418 現行フロート制下における我国の金融・為替政策に関する一考察
昭和58 6419 日本経済とOkunの法則
昭和58 6420 インフレーションと経済安定化政策について
昭和58 6421 安定化政策としての貨幣政策及び財政政策
昭和58 6422 マネーサプライ・コントロール
昭和58 6423 経済時系列データ分析の基礎と消費理論への応用
昭和58 6424 Isaac Ehrlich and Lawrence Fisher 「広告への派生需要」
昭和58 6425 一般線形モデルにおける多重共線性及び分散分析問題の研究
昭和58 6426 ロジット分析とプロビット分析
昭和58 6427 離散選択モデルにおけるプロビット分析・ロジット分析
昭和58 6428 二分選択モデルおよび多選択モデルの定式化とその推定
昭和58 6429 産業革命期の経営史　-ボウルトソ＝ウォット商会-

昭和58 6430
マーチャント・バンカー　-ロスチャイルド家にみる成功の諸原因とその歴史
的意義について-

昭和58 6431 イギリス産業革命期の機械工業
昭和58 6432 19世紀イギリスにおける鉄道業の成立と発展
昭和58 6433 イギリス反穀物法運動の展開
昭和58 6434 第1次世界大戦前後の世界貿易
昭和58 6435 北海道開拓期における囚人強制労働の考察
昭和58 6436 精神医学における幻覚の解釈
昭和58 6437 戦後の復興と吉田茂
昭和58 6438 日米経済摩擦の一考察
昭和58 6439 近世日本海海運の発展と北海道
昭和58 6440 小樽運河史
昭和58 6441 万能人榎本武揚の功績と人物像
昭和58 6442 豊かな社会を目指して
昭和58 6443 高齢化社会と年金
昭和58 6444 戦後日本の失業問題の変遷
昭和58 6445 価値観の多様化に伴なう日本経済の行方
昭和58 6446 福祉国家の二つの側面とその将来
昭和58 6447 地下経済に関する一考察　-発生原因から対応策まで-
昭和58 6448 日本の技術力、及び日本人の独創性
昭和58 6449 技術革新と労働問題の将来的展望
昭和58 6450 アジア経済と日本の経済協力
昭和58 6451 高齢化社会における中高年層の雇用問題
昭和58 6452 現代の医療保障の経済学的問題点　-医療費と医療保険制度-
昭和58 6453 公的年金制度のゆくえ
昭和58 6454 市場調査におけるグループインタビューの研究
昭和58 6455 イギリス福祉国家の起源
昭和58 6456 マクロ的失業概念のミクロ的基礎づけ
昭和58 6457 新技術と労働問題
昭和58 6458 意思決定システムと経済的厚生
昭和58 6459 不均衡条件下での産出量と雇用量の決定過程
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昭和58 6460 経済成長の理論分析
昭和58 6461 直接税対間接税の経済効果

昭和58 6462
アメリカにおける個人所得税、法人所得税および売上税の構造　-マスグレ
イブ＝マスグレイブに沿って-

昭和58 6463 外部効果の調整政策　-課税と補助金-
昭和58 6464 公共料金・使用料および手数料論
昭和58 6465 国債発行の諸問題と国債管理政策
昭和58 6466 (翻訳)　M.ミカエリー通商政策の理論　-貿易と保護-
昭和58 6467 東アジア経済と日本の役割
昭和58 6468 (翻訳)　S.ラル、P.ストリーテン共著　『投資、多国籍企業、発展途上国』
昭和58 6469 韓国経済と工業化
昭和58 6470 ガット　-国際貿易の展望-

昭和58 6471
（文献紹介）　A.I.マックビーン、V.N.バラスブラマンヤム共著　『第三世界の
挑戦』

昭和58 6472 (翻訳)　M.ミカエリー：通商政策の理論　-貿易と保護-
昭和58 6473 国際収支調整政策

昭和58 6474
（文献紹介）P.ストリーテン他、必要なものをまず先に　-発展途上国のベー
シックニーズ-

昭和58 6475 ユーロ市場の歴史的展開と将来
昭和58 6476 (文献紹介)　O.L.フリーマン：多国籍企業　-世界成長の用具-
昭和58 6477 幼稚産業保護の検討
昭和58 6478 国際収支調整理論と政策
昭和58 6479 貿易摩擦と産業調整
昭和58 6480 変動為替相場制度の評価　-移行後10年の功罪-
昭和58 6481 実効保護の理論
昭和58 6482 貿易構造の決定要因の研究
昭和58 6483 日ソ貿易の現状分析
昭和58 6484 国際金融取引に附随する諸危険と評価
昭和58 6485 企業の為替操作の基礎理論とリスク回避
昭和58 6486 オイルマネーと日本経済
昭和58 6487 小売業ソフトウェアの時代
昭和58 6488 消費者行動における購買プロセス
昭和58 6489 断りを処理してお客に購買決定をさせる方法
昭和58 6490 効果的な販売プレゼンテーションのあり方
昭和58 6491 戦略市場計画の概念とフレームワーク
昭和58 6492 消費者行動分析による販売プレゼンテイションの展開
昭和58 6493 顧客の購買拒否反応とその効果的処理

昭和58 6494
消費者行動モデルにみる消費者行動研究　-ハワード・シェスのブランド選
択行動の一般モデルによるアプローチ-

昭和58 6495 広告媒体　-その種類と戦略-
昭和58 6496 マーケティングにおける広告の機能と戦略
昭和58 6497 セールスプレゼンテーションの計画と実施
昭和58 6498 広告と広告媒体
昭和58 6499 競争市場戦略論　-競争市場戦略空間における類型別企業戦略の考察-
昭和58 6500 スタグフレーション　-国際的問題-
昭和58 6501 外国為替市場に於ける貨幣　-兌換通貨制度-
昭和58 6502 アメリカにおける銀行形態
昭和58 6503 インフレーション・為替レートそして世界経済
昭和58 6504 貿易の変遷　-体制変化の原因とその効果-
昭和58 6505 商業銀行による国際貸出
昭和58 6506 外国為替市場における貨幣　-兌換通貨制度-
昭和58 6507 国際的銀行業務における貨幣と外国為替取引
昭和58 6508 ユーロ市場の動向とヨーロッパにおける貨幣コントロールの問題
昭和58 6509 インフレーション為替レートと国際経済
昭和58 6510 世界ドル本位制における通貨の代替と不安定性
昭和58 6511 外国為替の管理　Ⅱ
昭和58 6512 合理的社会にむけて：学生抗議、科学そして政策
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昭和58 6513 外国為替管理　-その理論と実際について-
昭和58 6514 外国為替の管理
昭和58 6515 株式会社成立過程の理論的考察と初期株式会社
昭和58 6516 信用制度を基礎とした今日の金融の新しい動き
昭和58 6517 恐慌と信用
昭和58 6518 アメリカの金融革命がわが国に対して示唆することについての考察
昭和58 6519 出版流通論　-出版界の抱えている諸問題とその解決へ向けて-
昭和58 6520 高度成長期における馬産界の発展と今後望まれる中央競馬界の体質
昭和58 6521 日本のビール業界における市場とシェア争い
昭和58 6522 アメリカ映画会社の経営戦略
昭和58 6523 現代企業の支配構造に関する考察
昭和58 6524 世界経済と産業の展望　-多国籍企業を通して-
昭和58 6525 企業の社会的責任

昭和58 6526
多国籍企業の問題点とこれらの企業の今後の動向ならびに対発展途上国
との関係について

昭和58 6527 多国籍企業・トヨタとCM
昭和58 6528 多国籍企業の進出と対応
昭和58 6529 企業の流通政策と系列化
昭和58 6530 公企業における財政投融資の機能
昭和58 6531 資本主義公企業経営と社会主義企業経営の比較
昭和58 6532 日本的経営とは何か　-バーナード理論を中心とした組織論的分析-
昭和58 6533 海外進出企業とナショナリズム
昭和58 6534 モチベーション論の支配的な理論である期待理論の批判的検討
昭和58 6535 職務満足

昭和58 6536
PredictorあるいはModeratorとしての個人、タスク設計、リーダーシップ及
びリーダーシップ代替物

昭和58 6537 財政赤字における資金調達についての一考察

昭和58 6538
生産的なリーダーシップスタイル　-コンティンジェンシー・モデルとその展望
-

昭和58 6539 よりよいリーダーシップスタイルを求めて
昭和58 6540 雇用面接の実際
昭和58 6541 社会化からみた組織への一体化と役割ストレスとの関係

昭和58 6542
日本の経営管理システムの特質　-日米比較論により日本の成功の秘密
を探る-

昭和58 6543 日本の経営管理システム
昭和58 6544 北海道における社会変動の計測

昭和58 6545
コンピュータによる企業評価と経営予測の実際　-情報化時代の経営分析
-

昭和58 6546 待ち行列の理論とコンピュータによる待ち行列現象の解析
昭和58 6547 賃金の計量分析
昭和58 6548 日本の電機産業の研究　　-戦略、組織、成果-　上
昭和58 6549 日本の電機産業の研究　　-戦略、組織、成果-　中
昭和58 6550 日本の電機産業の研究　　-戦略、組織、成果-　下

昭和58 6551
日本の鉄鋼業におけるマーケティングチャネルの変遷　-明治以降、日本
鋼管株式会社、川崎製鉄株式会社を対象として-

昭和58 6552 財務諸表の機能　-ファイナンスリースの資本化について-
昭和58 6553 取得原価主義会計の批判的考察
昭和58 6554 会計理論の展開　-会計責任論的アプローチ-
昭和58 6555 経営分析
昭和58 6556 財務会計における価格変動会計の目的と意義
昭和58 6557 会計の事象理論への一考察
昭和58 6558 減価償却の歴史的考察と財務的効果
昭和58 6559 会計の行動理論　-会計理論の構築に関する一考察-
昭和58 6560 棚卸資産の低価主義
昭和58 6561 予算統制
昭和58 6562 日本への複式簿記導入過程と和式帳合の検討
昭和58 6563 企業体理論と付加価値会計
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昭和58 6564 損益分岐点分析と線型計画法
昭和58 6565 不確実性下のCVP分析と主観的確率分布
昭和58 6566 利益計画とCVP関係
昭和58 6567 CVP分析へのシミュレーション技法の導入
昭和58 6568 CVP分析に対する不確実性の導入
昭和58 6569 CVP分析の展開
昭和58 6570 CVP分析の史的発展の考察　-確実性の時代から不確実性の時代へ-
昭和58 6571 CVP分析に対する不確実性導入
昭和58 6572 不確実性下のCVP分析と確率情報
昭和58 6573 ドイツ計画原価計算に関する一考察　-アメリカ標準原価計算と比較して-
昭和58 6574 管理会計体系論の展開
昭和58 6575 事業部制と業績管理会計
昭和58 6576 予算管理と統制機能
昭和58 6577 直接原価計算による公表財務諸表への対応
昭和58 6578 設備投資意思決定
昭和58 6579 イギリス限界原価計算　-アメリカ直接計算との比較-
昭和58 6580 プライバシーの権利　-その憲法上の定義と諸問題-
昭和58 6581 憲法第九条改正論
昭和58 6582 私的法律論　-税関検閲に関して-
昭和58 6583 憲法第九条の解釈とこれをめぐる諸問題　-自衛隊の存在性格について-
昭和58 6584 国民の「知る権利」について
昭和58 6585 報道の自由
昭和58 6586 共同不法行為責任
昭和58 6587 医療過誤と医師の責任
昭和58 6588 表見代理制度にみる利益衝量　-自由法学的な法解釈の必要性-

昭和58 6589
譲渡担保の精算義務と私的実行について　-その慣習法としての形成過程
を探る-

昭和58 6590 製造物責任論の展開　-食品・薬品業者の責任-
昭和58 6591 区分所有建物の現状と課題
昭和58 6592 消費者金融　-今、問われるサラ金企業の倫理-
昭和58 6593 約款の解釈方法
昭和58 6594 契約の成立時期について
昭和58 6595 コンピュータ・ソフトウエアの法的保護問題
昭和58 6596 自己株式の取得とその会計問題
昭和58 6597 法人格否認の法理とその適用について
昭和58 6598 手形の偽造と無権代理
昭和58 6599 特別利害関係人の議決権
昭和58 6600 共同代表取締役と表見代表取締役　-共同代表を中心として-
昭和58 6601 発起人の権限をめぐる諸問題　-特に財産引受について-
昭和58 6602 利益配当請求権論
昭和58 6603 譲渡制限株式の譲渡の効力
昭和58 6604 取締役の監視義務と第三者責任
昭和58 6605 一人会社の株主総会について
昭和58 6606 決議取消の訴と裁量棄却
昭和58 6607 手形行為と商法265条
昭和58 6608 取締役の競業避止義務
昭和58 6609 自己株式取得禁止違反の効果
昭和58 6610 兼任取締役の競業規制
昭和58 6611 設立と税務
昭和58 6612 瑕庇ある取締役会決議に基づく新株発行の効力
昭和58 6613 責任能力の判定基準

昭和58 6614
放火罪の実行の着手時期について　-判例とそれを巡る学説・批判を中心
として-

昭和58 6615 賄賂罪について　-賄賂と職務の関連性-
昭和58 6616 公務執行妨害罪と業務上妨害罪の関係について
昭和58 6617 プライスリーダーシップ規制の問題
昭和58 6618 行政指導と独禁法上の問題
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昭和58 6619 企業合併規制
昭和58 6620 フランチャイズシステムと独占禁止法上の規制について
昭和58 6621 損害賠償における将来請求について
昭和58 6622 米国被爆兵の救済問題
昭和58 6623 薬害救済の分析と考察
昭和58 6624 医療過誤訴訟に関する研究
昭和58 6625 犯罪被害者救済についての比較法的研究
昭和58 6626 譲渡担保の法的構成と対外的効力
昭和58 6627 現代において慰謝料がいかにあるべきかについての一考察
昭和58 6628 非喫煙者の権利　-アメリカ法を中心に-
昭和58 6629 河川水害と国家賠償金
昭和58 6630 公害問題の経済学的一考察　-カラブレイジイ理論の効用とその限界-
昭和58 6631 環境アセスメントに関する一考察
昭和58 6632 有利原則をめぐる一考察
昭和58 6633 スト不参加者の賃金請求権
昭和58 6634 36協定と労働者の残業義務
昭和58 6635 事業場内下請労働者の法的地位
昭和58 6636 休憩時間の自由利用
昭和58 6637 政治ストの正当性
昭和58 6638 パート労働者の解雇問題について
昭和58 6639 Yuy Heraudによる連邦主義の原則とヨーロッパ連邦
昭和58 6640 アメリカ外交政策の栄光と挫折
昭和58 6641 日本の食糧安全保障のあり方に関する一考察
昭和58 6642 ドゴール外交の対米戦略　-中国承認の背景とその波紋-
昭和58 6643 東欧諸国の現状と展開　-その国際政治的考察-
昭和58 6644 地政学と現代世界の地政学的分析
昭和58 6645 投資促進保護協定について
昭和58 6646 リビア国有化事件仲裁判断

昭和58 6647
国家行為理論と国内裁判所の権限　-合衆国裁判所における国家行為事
件についての考察-

昭和58 6648 コンセッション契約
昭和58 6649 開発の国際法と新国際経済秩序
昭和58 6650 経済制裁の法的問題　-その有効化のための一考察-
昭和58 6651 国有化とその補償問題
昭和58 6652 日本語ワードプロセッサにおけるカナ鍵盤の 適配置の考察　Part1
昭和58 6653 日本語ワードプロセッサにおけるカナ鍵盤の 適配置の考察　Part2
昭和58 6654 在庫管理の実際　-個人商店を例にして-

昭和58 6655
線形計画問題および整数線形計画問題とその解法　-シンプレックス法、
切除平面法と分数型・コンピューター・プログラム-

昭和58 6656 核戦争のシミュレーション
昭和58 6657 ビジネス・ゲーム研究
昭和58 6658 PERT初心者学習プログラム
昭和58 6659 「LISPインタープリタ」と「LISP手習プログラム」の作成

昭和58 6660
プログラムの構造的開発法の研究　-卒業単位計算プログラムを例に使っ
て-

昭和58 6661 日本語ワードプロセッサ　-その基本機能と現状-
昭和58 6662 作図のための対話式プログラムの作成
昭和58 6663 マルセイユPrologインタープリタの解析と拡張

昭和58 6664
定理自動証明システムの研究　-コンピュータ依存言語によるプログラミン
グの困難を省くために-

昭和58 6665
Office Automationに対する総合的アプローチ　-O.A.の領域の決定とそれ
を取り囲む環境の認識-

昭和58 6666 行政と経営シュミレーション　-新しい形の行政への展望に関する試論-
昭和58 6667 現代社会におけるコンピュータ・ネットワーク　-現状と今後の課題-
昭和58 6668 これからの会計情報システム　-OA化によるAISの変化-
昭和58 6669 地域内競争移入型産業連関モデル
昭和58 6670 優先順位の理論　-基本と適用-
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和58 6671 知識産業におけるメデアとその知識
昭和58 6672 主成分分析による経営分析
昭和58 6673 問題解決のためのシステムズ・アプローチ
昭和58 6674 多変量解析法による判別と分類　-判別分析法とクラスター分析法-
昭和58 6675 ネットワークフロー問題
昭和58 6676 木の考え方とその応用
昭和58 6677 ダイナミック・プログラミングの一般的解法とその問題点
昭和58 6678 雇用日程計画問題と輸送問題
昭和58 6679 輸送と輸送問題の解法について
昭和58 6680 ネットワーク理論とスケジューリングの関係
昭和58 6681 ネットワーク問題と線形計画問題との関係について
昭和58 6682 巡回性をもつグラフの解明　-オイラー路とハミルトン路を中心として-
昭和58 6683 MINI-LISPの改良
昭和58 6684 マリファナをめぐる問題　-意識を変える草-
昭和58 6685 YG検査を用いた人事管理についての考察
昭和58 6686 北アイルランド紛争の文化的考察
昭和58 6687 内田クリペリン精神検査
昭和58 6688 職業適性検査の実証的分析
昭和58 6689 現代の心の病について -中高年管理職に増加する新しいうつ病について-
昭和58 6690 ジン狂　-18世紀ロンドンにおけるアルコール乱用とその原因-
昭和58 6691 女性と飲酒
昭和58 6692 覚醒剤とその社会における弊害
昭和58 6693 フランスにおける飲酒態度
昭和58 6694 AAと断酒会の治療効果
昭和58 6695 市場機構と政府介入のあり方　-ケインジアン・マネタリスト論争-
昭和58 6696 南北問題
昭和58 6697 不完全競争理論
昭和58 6698 経済成長理論について
昭和58 6699 先進諸国の経済摩擦問題
昭和58 6700 合理的期待とマネタリズム
昭和58 6701 情報化社会におけるメディアの働き　-ニューメディア時代への提言-
昭和58 6702 消費者志向の商品戦略
昭和58 6703 価値多元化社会のコミュニケーション戦略
昭和58 6704 現代のTV・CMにおける広告メカニズム
昭和58 6705 広告情報とそのシステムの一般的概略について
昭和58 6706 放送メディア新世紀と今後のテレビ・ラジオの展望
昭和58 6707 市場品質における消費者の主観的品質要素
昭和58 6708 女性の消費行動と広告戦略　-ファッション衣料と化粧品について-
昭和58 6709 日本の食品メーカーの歴史と新しい動き
昭和58 6710 総合商社の流れ　-鈴木商店の盛衰と今後の総合商社の展開を探る-
昭和58 6711 日本企業の海外直接投資
昭和58 6712 金融再編成期における銀行の現状と展望
昭和58 6713 広告メディア
昭和58 6714 市場と品質競争

昭和58 6715
コンビニエンスストアの現状と課題　-急成長するコンビニエンスストアと
チェーン展開における問題点-

昭和58 6716 大型店問題　-大店法と将来展望について-
昭和58 6717 広告と消費者心理　-効果的広告計画のために-
昭和58 6718 証券投資の知識
昭和58 6719 神山茂夫「天皇制に関する理論的諸問題」の考察
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