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        安達 亮(りょう) 
コモンビート設立１５周年台湾公演 

台湾側からコモンビートの公演を台湾で行いたいとの申し入

れがあったのは３年くらい前の事でした。僕たちはそのころア

ジアンビートツアーに台湾の学生達を招待していました。アジ

ビのツアーを通じて台湾の学生と友達になり、気心の知れた

台湾の友達がたくさんできたところで台湾公演を行いたいと思

い、この時はもう２～３年後にしましょうとお答えしました。 

２０１８年はコモンビートの設立から１５周年になるので、ぜひ

ベストメンバーで特別公演を行いたいと思い、台湾公演の実

現を台湾側と相談してみました。そのころはアジビに参加した

台湾の若い仲間も３０人以上になり、台湾側としても是非コモ

ンビートの台湾公演を実現したいということになりました。 

アジビの若い仲間の多くが台中出身者なので、観客を集める

には台中で公演を行ったほうがよいのではないかと思い、最

初は台中のホールを見学に行きました。１５００人くらい入る立

派なホールでここがいいかなと思いましたが、最終的に台湾

側から勧められたのは台北の中山堂でした。 

 

 

公演場所は台北市の中山堂となる 

中山堂は若者の街「西門」にあります。東京でいうと渋谷か原

宿にあるという感じでしょうか。台北市中山堂は１９３５年日本

人の設計者により「台北市公会堂」として建設されました。第２

次大戦後「中山堂」と名前を代えて台湾政府の公式行事の中

心として利用された歴史を持つ台湾で最も由緒あるホールで

す。大ホールは１階席、２階席で合計１１００人の観客を収容

できます。台湾側はコモンビートの１５周年記念特別公演を行

うならやはり台北市の中山堂でやりたいと言って来ました。 

さっそく中山堂を見てみたのですが、立派な劇場でバックステ

ージも広くとってあるのですが、１００人のキャストを乗せるに

はステージが狭いかなという印象を持ちました。結局フロント

ステージをせり出すことで何とか問題を解決し、１５周年記念

特別公演を台北市の中山堂で行うことにしました。しかし僕た

ちの心の中には台中じゃなく、台北で観客を満席にできるの

かなという心配が残ったのでした。 
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キャストを募集、すぐに１００人のキャストが決まる。 

公演場所を決めて１１月１５日にはコモンビートのホームペー

ジにキャスト募集の公示を乗せました。前から１５周年記念公

演を台湾で行うことを口コミで広めていたので、１月９日には

応募が１０１人に達しました。 

演出は特別公演なのでチュソンにお願いしました。すべて英

語で公演することにしました。練習スケヂュールを２月１０日、

３月１０日、３月３１日の３回東京で行うことにしました。キャス

トは日本各地から、そして韓国からも東京の練習会場に集ま

るので、交通費だけでも参加者にとって相当の負担になりま

す。 

 

中山堂は予約で満席になった！！ 

キャスト集めの目処も立ち、申請していた日本台湾交流協会

からの助成金も決定してすべて順調に進んでいましたが、僕

達の心配は本当に中山堂を満席にできるか？ということでし

た。 

台湾側の受け入れ活動の中心になっている Robert Chen さ

んと Ken Lin さんがまだコモンビートの公演を観賞していない

ので、１月２８日に東京で行われる日韓公演を見ていただき、

どのような公演かスポンサーや集客担当の方々に説明できる

ようにしなければと思い、お忙しい中来日して頂きました。 

３月３日～７日までしんちゃん（楊さん）、高橋さんと僕の３人が

台北を訪問し、シングアウト台湾の皆さん、アジビアラムナイ

の方々に集まってもらいどのように集客するか話し合いました。

この中でペニーたち若いアジビの仲間から動画を作って配信

し、若い人たちを集めようとの提案がありました。チラシやポス

ターもこの時完成しました。動画の配信も始まり、最終練習で

はしんちゃんを中心に舞台衣装を着たキャストからのメッセー

ジも台湾に送って集客活動をつづけました。 

４月の中頃になって台湾側からスポンサー経由とネットの申し

込みが１０５０人を超えたとの連絡が入りました。満席です。こ

の時点でまだ日本から見に行く方で予約を取っていない方が

３０人程度いるということも分かり、今度は日本から見に行か

れる方の席の確保に追われる状態になりました。 

 

台中の大学訪問 

さあ、いよいよ台湾訪問です。参加者はキャストとその子供、

スタッフで合計１２３人となりました。キャストは４月２８日から

台湾に入るレギュラーグループと５月３日に入るショートステイ

の２グループに分かれました。 

レギュラーグループは４月３０日に２つのバスに分乗して１台

は大葉大学にもう１台は中臺科技大学を訪問し、学生との交

流プログラムを同時開催しました。２校ともアジビのメンバーを
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毎年派遣してくれ、今までも何回か学生交流プログラムを行っ

たことのある大学です。大葉大学には学生４００人が、中臺科

技大学には２００人が集まってくれました。中臺科技大学の会

場は当日劇場のような会場に変更されていたので、チュソン

のアイデアで交流プログラムを変更して客席を舞台に見立て

た即席のダンスを皆で楽しみました。 

台中の学生交流が終わって５月１日と２日は自由行動となり

ました。台中から台南、高雄に旅行する人、台北に戻って九分

に行く人、中山他台北の市内を散策する人と気心のあった仲

間で台湾を楽しむことができました。夜市での料理、小籠包、

牛肉麺、台湾スイーツ、タピオカ入りミルクテーみんなおいしく

て素敵な思い出になりました。 

 

いよいよ本番です！！ 

５月３日には日本各地からショートステイのキャストが入ってき

ました。３日の夜は宿舎の剣潬青年センターでウエルカムパ

ーテイを行い、シングアウト台湾のメンバーと会い、日本側の

１００人のキャストとの台湾での再会を喜び合いました。4 日は

ドレスリハーサルを行い次第に緊張感が増してきます。 

ミュージカルの進行役を務める国境警備隊の 3 人には韓国、

台湾、日本のキャストが決まり、英語、韓国語、台湾語、日本

語の 4 か国語を駆使してミュージカルを進めることになりまし

た。 

さあーいよいよ本番です。 

中山堂の入り口には開演前から観客の長い列ができました。

台湾のアジビアラムナイとその友達が総動員で受付と客の誘

導、観客への対応を行ってくれました。そのころキャストは台

湾のメイク専門学校の生徒さん 15 人くらいに言葉が通じない

まま舞台メイクを行ってもらい、少し濃い目のメイクでグリーン

ルームに立っていました。 

ロバートさんが台湾側を代表してあいさつを行い、台湾のアジ

ビキャスト 15 人がグレーテストショウマンのオープニングダン

スを行いました。中山堂は観客で満員になり、すごい拍手でミ

ュージカルが始まりました。今回の公演はコモンビート 15 年

のベストメンバーを集めた公演なので歌もダンスも素晴らしく、

出演しているキャストが皆ワクワクしながら公演を楽しむこと

ができました。アンコールでは台湾で年代毎に人気のある 3

曲を台湾語で歌って観客を大いに盛り上げることができました。 

公演が終わった後キャスト達は中山堂のロビーで観客に握手

攻めに会い、写真を一緒に取ったり抱き合ったりで、熱いひと

時を過ごしました。 

キャスト達は台湾のメンバーと一緒に 3 台のバスに分乗して

花博公園のご苦労さん会の会場に移動し、全員で真夜中まで

大騒ぎをして楽しみました。 
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ここで、公演の後台湾のお客さんから寄せられたアンケートを

いくつかご紹介します。 

25 歳 女性 新北市 「すごく良かった！最後に一緒になって

歌って踊るシーンが印象的だった。心から伝えたいと感じるメ

ッセージを受け取った。これからも頑張ってもらいたい。また台

湾に来てほしい。」 

20 歳 女性 彰化市 「今回のステージを見る機会があって本

当にうれしかった。一番印象に残ったのは 4 つの民族が融合

した時。感動した。自分がやりたい事ができるのは本当に幸

せなんだと見た後深く感じた。」 

50 歳 女性 台北市 「最後に歌った台湾の曲 童年 にすご

く感動した。また台湾に来るときを待っています。」 

25 歳 男性 台北市 「一番印象に残ったのは 3 人の国境警

備隊の演技。ストーリーのつながり、パフォーマンスの盛り上

げがとても良かった。このような素晴らしいパフォーマンスを持

ってきてくれて本当にありがとうございます。また台湾で公演

をしてください。」 

50 歳 女性 台北市 「パンフレットのシーン紹介にすごく感動

した。劇を見る前に何をしたいのかよく理解できた。ミュージカ

ル自体も音楽と照明が一緒にリズムよく奏でてすごく感激した。

劇場に入った時も順序よく、こころが落ち着いて入場すること

ができた。」 

 

最後に台湾公演の集客、会場の準備、ポスターやチラシの製

作、公演当日の観客の受け入れ、大学訪問の調整等多くの

仕事を引き受けていただいたロバートさん、ケンさん他シング

アウト台湾の皆さん、アジアンビートプロジェクトのアラムナイ

の皆さんに心から御礼と感謝の気持ちを伝えたく思います。ま

たキャストの航空券の手配、宿泊場所の確保等を行っていた

だきました秋山さん他グランドツアーの皆さんにもご協力を感

謝したいと思います。台湾公演の成功ができたのも皆さんの

ご協力のおかげです。本当にありがとうございました。 

そして忙しい中台湾公演に参加してくれたキャストの皆さん本

当にお疲れ様でした。楽しかったね。良い思い出ができました。

ありがとう！ 

今思い返すと台湾での 1 週間は、アジアンビートでの積み重

ねと、日本で 15 年間継続して上演してきたミュージカルの積

み重ねが相まって、とても幸せに満ちた時間になったと思いま

す。言葉の壁はあっても、歌や踊りがあれば繋がり合っていけ

る。違いがあっても「共通の鼓動」があれば、友達になれるん

だ！と強く実感しました。これからも OCA の皆さんと一緒に冒

険・挑戦してゆければと思います！よろしくお願い致します！ 
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              韓 朱仙(チュソン) 
 

 

 

 

 

 

 

 

コモンビートの初の台湾公演は、たくさんの拍手に包まれ、無

事終えることができました。韓国や日本からもたくさんのお客

さんが駆けつけてくださいました。 

音響さん、照明さんの、言語が通じない中での舞台設営、本

番も色々アクシデントがありましたが、それを吹き飛ばすお客

さんの拍手、笑い・・・こんなに反応がいいとは思っていなかっ

たので、台湾の方々のノリにビックリしました。 

ストーリーテーラー役の「国境警備隊」は、日韓台のお客さま

を配慮して、日本語や韓国語で挨拶をしたり、一部を中国語で

進行したり・・・基本は英語での公演でしたが、日韓中英の 4

言語を駆使した公演となりました！ 

また、アンコールでは台湾のポップソングをメドレーでお届けし

ました。中国語の歌を一生懸命覚えた私たち。会場の皆さん

は一緒に歌って踊って楽しんでくださいました。始終温かい空

気で、今思えばお客さまが公演を成功に導いてくれた気がし

ます。 

台湾という地で、知っている顔、知らない顔、色々入り混じって、

写真を撮り合っている風景がなんとも和やかでうれしくて・・・

幸せでした。歌と踊りでつながるアジアの市民たちの明るい未

来が見えました。 

このような機会をありがとうございました！  

 

 

 

 

 

 

       安藤 悠一(あんどぅ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

日本中で想いを繋ぎ 15 年に渡り公演を続けて来た「A 

COMMON BEAT」を、台湾で上演できる日がくるとは夢にも

思いませんでした。この作品やプログラムを通して、異文化

や平和に思いを馳せ、時に国を超えて人々が繋がる。日本

の枠を飛び出てアジアの国々でそれを実現できていることを

心から嬉しく思います。 

また、長年に渡り日本国内では日本語でミュージカル公演を

おこなってきましたが、台湾公演をきっかけに原点である英

語バージョンで 15 年ぶりに公演できたことも大きな喜びでし

た。原作の思いに触れ、英語のもつ軽快なリズムに心を踊ら

せるのは、とても大きな意味がありました。言語の幅が広が

るということは、可能性が広がるということ。この先、このミュ

ージカルをどこの地域や国で出来るチャンスが訪れるか、と

てもワクワクしています。 

「A COMMON BEAT」を生み出したアメリカ Up with people

の皆さん、台湾での公演に向けてご尽力頂いた Sing-Out 

Taiwan の皆さん、私たちの背中を押してくださった OCA の

皆さん、国を超えて私たちの公演を彩ってくださった日台の

技術スタッフの皆さん、そして共に台湾公演を実現させた仲

間たちに心から感謝します。ありがとうございました！
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Robert Ken 
 

             Robert                           Ken 
UWP 台湾と Sing Out 台湾を代表してコモンビートの台湾での初

公演が大成功に終わったことをお祝い申し上げます。特に今回

はコモンビート発足から 15 周年記念の特別な公演でした。Sing 

Out 台湾としてもコモンビートが 15 周年特別公演を台湾で開催し

てくれたことを大変誇りに思います。 

数年前に我々は米国の UWP のキャストを何回か台湾に招待し

て、台湾における公演や社会奉仕活動を行いました。今回コモン

ビートの台湾訪問で初めて日本からのキャストが来て、ミュージカ

ルを公演するということで大変興奮しました。ここ数年アジアンビ

ートに参加した若い人たちが一生懸命公演の準備作業を行いま

した。驚いたことにはコモンビートが台湾で公演するというニュー

スがネットで広がると、すぐに想像を超える数の申し込みを受け

ることになりました。我々は申し込みに対応できるよう観客席を調

整するのに追われることになりました。中山堂の観客席はすぐに

満席となりました。コモンビートの公演は大成功でした。観客の反

応も素晴らしい物で心に残る公演となりました。 

コモンビートと協力して台湾公演を成功させたことを大変誇りに思

います。我々はチームとして大変良い仕事ができました。 

コモンビートの皆さんありがとうございます。 

キャストの皆さんありがとうございます。 

我々の心に「コモンビート」を植え付けることができました。 

皆さんありがとう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 周年記念・東京公演の報告 （ハンチュソン） 

 

5 月 27 日、北とぴあさくらホールにて、コモンビート 15 周年記

念のミュージカル公演が行われました。設立 15 周年という機

会に、ミュージカル「A Common Beat」を原作の英語で上演す

るという特別な公演になりました。 

その場には、この作品の作詞作曲を手がけた Pat Murphy さ

ん、Ken Ashby さんが遠路はるばるアメリカから駆けつけてく

ださいました。Up with People の数々の名曲を作り上げたお

二人が来日し、「コモンビートの 15 周年を祝うスペシャルソン

グ」をこの日のために作って歌ってくれました。キャストやスタ

ッフは大喜び。特別なギフトを頂いたひとときでした。 

また、「もう一つの生みの親」である NGO ピースボートの古山

葉子さん、高木理加さん（2001 年当時のピースボートスタッフ）

も来てくださいました。彼らなくしてこのミュージカルプロジェク

トが日本で始まることはあり得ませんでした。 
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「あの時立ち上げたミュージカルプロジェクトが、15 年の時を

経て全国に広がるなんて・・・私たちも無鉄砲だったけど、ここ

には無鉄砲な人がたくさんいるのね！」と喜んでくださいました。 

公演は、「生みの親」たちと、この 15 年間に関わった方々が

観客として見守る中で行われました。 

1 部は、シンガーソングライターの沢知恵さんによるライブ

「The Line」がありました。 

「The Line」は、コモンビートの舞台に立った歴代のキャストみ

んなが本番前に精神統一として聞いている曲です。沢さんの

ライブでこの曲を聞くのは、キャストやスタッフにとって特別な

ことでした。沢さんの歌声はカラフルで力強く、美しい詩もとて

も心に響きます。会場は感動の涙に溢れました。 

2 部は、演者もお客さんも一緒にあの空間を作り上げたひとと

きでした。温かい拍手と共に歌を口ずさみリズムを刻む観客た

ち・・・それに呼応するように歌声が強く強くなっていくキャスト

たち・・・ 

Pat さんと Ken さんは最後立ち上がって大きな拍手をください

ました。周りも段々立ち上がり、日本で初めてスタンディングオ

ベーションを味わった公演となりました。 

Pat さん、Ken さんは私たちの公演を本当に気に入ってくださ

いました。 

「18 年前私たちが生み出したベイビーは、15 年間日本で大切

に育てられ、今では三か国語を話せるようになった！」と。 

この 15 年の間に、日本語、韓国語、英語で公演ができるよう

になりました。改めて、関わってくださった方々に大きな感謝が

湧きました。 

これからも夢は膨らみます。2020 年にはアメリカで公演する

日が来るでしょう。また、東アジアの平和のためにこのミュージ

カルが役立つ日が必ず来ると信じています。 

 

 

連絡先 

一般財団法人 MRA ハウス OCA 国際交流事業 

〒106-0032  東京都港区六本木 3-15-11  

ホーマットウエスト 440 号室 

電話 03-6441-3182   

ホームページ： http://www.mrafoundation.or.jp/ 
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