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研究成果の概要（和文）
：本研究は、研究代表者が長年進めてきた現代国家論研究と近年取り組
んでいる情報政治研究の結節点で、経済のグローバル化と共に進行する国内政治の国際政治化、
国際政治の地球政治化を解析した。モノ・カネ・ヒトが国境を越える「帝国」型グローバル政
治の形成と、そのもとで進行する民衆の移動・越境・脱国家化の動きに注目し、既存の概念の
変容と新しい課題を実証的な国際比較と歴史的・思想的系譜から考察した。
研究成果の概要（英文）：This research focused on the internationalization of domestic
politics and the globalization of international politics, at the cross of the long studies
of state theory and the recent studies of information politics by the principal
investigator. It treated the transformation of goods, money and individuals as the
formation of global politics under the “Empire” and the cross border of people. We need
the reexamination of principle concepts of nation state, civil society and public sphere
in comparative and historical perspectives.
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１．研究開始当初の背景
本研究の背景となったアイディアは、もと
もと３つの理論系列の示唆であった。
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シーとグローバル・ガバナンスの理論。そこ

では一国内部でも地球的規模でも「差異の承

的系譜に即して考察した。
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３．研究の方法
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(2)「移動の社会学」
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２．研究の目的
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現代国家論研究と、近年取り組んでいる情報
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４．研究成果
2010 年 5-6 月（2009 年 12 月に出版が確定）
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