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研究成果の概要（和文）
：各地に劇場が林立し、劇場大国と呼ばれるドイツだが、地方分権が行
き届いているため、各地の劇場のあり方も様々である。本研究では、それぞれに性格の異なる
劇場をサンプル的に抽出し、その地の歴史性・特殊性／日々の公演の実際・運営上の工夫／財
務構造とその問題点、という三つの視点から分析することにより各劇場の特性を総合的に捉え、
「劇場大国」と一口にくくられるドイツの劇場が抱える問題の共通性と個別性を明らかにした。
研究成果の概要（英文）
：Germany has a large number of theaters and is often called “a

country of theaters”. Because of the decentralization of power from the central government

to the local governments, the ways in which theaters are run differ in each state, city, and

community. This study provides a taxonomy of theaters in Germany, selects a typical

example from each category and analyzes each in terms of its history, location, the quality

of its daily performances, the creativity of its program, its financial structure, its efficiency,

and so on. A comprehensive understanding through these viewpoints makes it possible to
evaluate theaters in Germany in their diversity and provide a framework through which to
deal with their individual problems.
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(http://classicnews.jp)
江藤光紀「東京音楽通信」2011 年 3 月（フラ
イブルク劇場、ザールラント州立劇場）、2012
年 3 月（リューベック劇場、デッサウ・アン
ハルト劇場）、2013 年 3 月（ヴィースバーデ
ン劇場、ライン・ドイツ・オペラ）の海外情
報欄にそれぞれの劇場の公演レヴューを掲
載。
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