すべての質問と回答
平和の少女像 タウンホール
2022年3月11日
City of Philadelphia Office of Arts, Culture and the Creative Economy（OACCE）、Philadelphia
Commission on Human Relations（PCHR）、Office of Immigrant Affairs（OIA）は、2022年2月9日、
現在Philadelphia Peace Plazaとして知られている平和の少女像プロジェクトに関するバーチャルタウンホ
ールディスカッションを開催しました。 タウンホールの目的は、Philadelphia Peace Plazaプロジェクト
の概要を説明し、一般の方々の質問にお答えする機会を提供することでした。
タウンホール開催前に寄せられた質問、タウンホール開催中に寄せられた質問、開催後に2月11日までに
寄せられた質問に対する回答は以下の通りです。 韓国語、日本語、中国語（繁体字、簡体字）の質問と
回答の翻訳は後日公開されますので、このサイトを再度ご覧ください。
１. Philadelphia Peace Plaza委員会のメンバーについて教えてください。
Hyunjin Cha、Shinjoo Cho、Alejandra Gonzalez、SoYeong Jeong、Grace Kim、
Edward Lee、Hojeong Lee、Hyeonock Lee、Suna Lee、James Park。
2. Peace Plazaと平和の少女像が、民族の分断をさらに進め、反アジアの差別を助長するのではないか
？
Philadelphia Commission on Human Relationsは、サンフランシスコ、カリフォルニア州グレン
デール、バージニア州アナンデールに建てられた同様の銅像が、民族間の溝を深め、反アジアの
憎悪を増大させていないかどうか、米国司法省に問い合わせをしました。 これらの都市のアジ
ア系アメリカ人や太平洋諸島出身者のコミュニティでは懸念がありましたが、銅像に起因すると
思われるヘイトクライムの増加は確認されませんでした。
3. Peace Plaza Committeeは、銅像が原因とされる怪我の賠償請求に対応するため、賠償責任保険に加
入する必要はありますか？ 市は、そのような賠償責任保険を保持するのでしょうか？
Peace Plaza Committeeでは、賠償責任保険への加入は義務付けられていません。 Art
Commissionで承認されれば、この銅像はPeace Plaza Committeeからフィラデルフィア市に寄
贈され、市の永久パブリックアートコレクションの一部となる予定です。 フィラデルフィア市
はすでに自家保険に加入しており、追加の保険に加入する必要はありません。
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4. Peace Plaza Committeeは、この広場をどのように活用し、人間関係を改善
し、街に良い影響をもた
らすのでしょうか？ 具体的な例を挙げてください。
憎しみや暴力と無縁の地域社会はなく、永続的な平和をもたらすためには協力し合うことが必要
なことを認識する。 人種、ジェンダー、地域社会の関係改善に積極的に取り組んでいる団体や
支持者とつながり、彼らのミッションを強化するための場所、プログラム、機会を創出する。
過去のプログラムの例としては、以下のようなものがあります。
1. 2021年4月～10月に805 S Front Stで開催された、フランス、韓国、フィリピン、ラ
テンアメリカの音楽を中心とした月1回の無料野外コンサート・シリーズ。
2. 生存者の金学順（キム・ハクスン）の最初の証言から30周年を記念して、Michelle
MyersとYolanda Wisherに詩を依頼し、詩のビデオを制作しました。
3. 2021年6月のOffice of Immigrant Affairsによる Immigrant Heritage月間の記念行事に
参加し、ダンスパフォーマンスや年齢を問わず楽しめるゲームなど、韓国遺産に関
するイベントを開催しました。 今後はさまざまな国に由来するイベントを開催する
予定です。
5. 平和の少女像は、日本を非難しているのか？ すなわち、フィラデルフィア市も日本を非難しているこ
とになるのでしょうか？
このプロジェクトは、被害者とその癒しと正義の権利を中心に据えています。 政府、国民、社会による
有意義な救済を求めるものであり、日本やその子孫を非難するものではありません。
フィラデルフィア市は、決して日本を非難しているわけではありません。 市は、性的奴隷と性
暴力の問題を照らし出すパブリックアートを支援しています。 これらは、従来パブリックアー
トでは扱われてこなかった重要なテーマであり、市は常にパブリックアートを通じて人道的な問
題を提議することを支持しています。
6. Philadelphia Commission on Human Relations（PCHR）は、日本人に対する国籍に基づく銅像の
提案の差別的な意図と効果を考慮しましたか？また、1960年代に韓国軍がベトナム女性に行った強姦と
虐待の観点から、ベトナム人に対しても考慮しましたか？また、朝鮮人協会（Korean Association）に
有利な根拠で提案された銅像の差別的な意図と効果を考慮しましたか？
Philadelphia Commission on Human Relationsは、この銅像の意図を検証しました。この銅像は
、もう存在しない戦時中の政府の被害者を悼むことに重点を置いており、特定の民族を非難する
ものではありません。 もし、韓国軍による強姦や虐待の被害者のための記念碑が提案されたら
、同じように、つまり、民族を非難する意図と被害者を悼む意図があるかどうか、審査されます
。
また、申請者は韓国人協会ではなく、Philadelphia Peace Plaza Committeeです。
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7. ベトナム人グループは、韓国軍がベトナム戦争中にベトナム人女性を強姦し、性的虐待を行ったと主
張していることを念頭に、フィラデルフィアのベトナム人コミュニティは、このバーチャルタウンホー
ルの告知を受けたり、市が日本帝国軍による韓国人女性への性的虐待を記念する銅像を検討しているこ
とを伝えましたか？
フィラデルフィア市は、このタウンホールのために、ベトナム人に特化した告知などは行ってい
ません。 タウンホールの案内状は、市長のアジア太平洋問題委員会（CAPAA）の全員に送付さ
れ、それぞれの地域社会で広く共有されるよう要請されました。 また、Office of Immigrant
Affairsでは、アジア系アメリカ人、アジア系移民、アジア系アメリカ人・太平洋諸島民の団体を
含む3,000人のフォロワーを持つソーシャルメディア上でも、タウンホールの開催を宣伝しまし
た。 今夜のタウンホールには、団体名やミッションにベトナム人が含まれていなくとも、フィ
ラデルフィアのベトナム人コミュニティと関わっているリーダーや団体も登録しています。
8. 平和の少女像にはどのような碑文が記載されますか？

平和の少女像
この銅像は、1931年から1945年まで日本帝国陸軍による組織的な性奴隷制の犠牲になったアジ
ア、オセアニア、ヨーロッパの数十万人の少女と女性を記念するものである。 1991年以降、生
存者は証言によって恥と沈黙の連鎖を断ち切り、過去と向き合い、恒久的な平和を築くことによ
って、未来の世代の女性たちを守るよう世界に訴えています。
Philadelphia Peace Plaza Committee
9. Peace Plaza Committeeまたはフィラデルフィア市は、慰安婦問題（平和の少女像）に関して、代替
となる文書化された解釈を2つ目の碑文として記載することを検討していますか？
いいえ。フィラデルフィア市は、2つ目の碑文を記載する予定はありません。
10. この平和の少女像は、フィラデルフィア市のパブリックアート政策 MDO Directive 67 に準じますか
？
City of Philadelphia’s Managing Director’s Directive 67は、市に寄贈され、市の所有地に設置され
るパブリック・アートは、一定の基準を満たすべきであると定めています。 フィラデルフィア
やその他の地域に大きな影響を与えた人物や出来事を記念するものであること。 地域社会で広
く共有されている価値観を表していること。 対象物と場所の間に強いテーマ的なつながりがあ
ること。 提案された場所の地理的な正当性があること。 また、その長期的な維持のために市に
資金を提供する維持管理契約を結んでいること。
平和の少女像は、平和、正義、性奴隷の被害者の癒しを促進し、語られてこなかった女性の物語
に光を当てるという、市が広く共有する価値観を表しているため、Managing Director’s Directive
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67に適合しています。 また、フィラデルフィアに大きな影響を与えながら、市のパブリックア
ートではあまり表現されていないアジアのコミュニティも表現しています。 また、軍事的性暴
力というテーマは、近くにある朝鮮戦争やベトナム帰還兵の記念碑など、他の軍事的パブリック
アートと強いつながりがあり、その地理的正当性を裏付けています。 また、Peace Plaza委員会
は、この像の長期的な維持のために必要な資金をフィラデルフィア市に提供する予定です。
11. フィラデルフィアの平和の少女像を撤去するための具体的な手順やプロトコルを教えてください。
公共の安全を脅かす場合、作品に対する抗議が大きく、撤去が市の利益になると判断された場合
、修復不可能なほど破損している場合、設置場所に適さない場合、その他維持管理や物流上の理
由がある場合、フィラデルフィア市は市が所有する作品の撤去を検討します。 撤去のプロセス
には、市の複数の部局の協力、地域社会の意見、そしてPhiladelphia Art Commissionの承認が必
要です。 現在の手続きついては、CreativePHL.orgのManaging Director’s Directive 67でご確認い
ただけます。
12. 特定の国を非難する彫像は芸術品なのか？ 政治的な動機のあるものではないのですか？
パブリックアートの作品は、政治的なテーマを持つことがあります。 パブリックアートは、人
々が反対する可能性のある異なるアイデア、信念、意見を表明し、表現することができます。
パブリックアートは物議を醸し、人々が難しい話題について会話するための機会を提供すること
ができます。
13. 日本政府はどのような形で謝罪する必要がありますか？また、日本からフィラデルフィア市に謝罪文
を送る必要はありますか？
Philadelphia Art Commissionが平和の少女像を承認した場合、フィラデルフィア市は日本政府に
対して謝罪を要求することはありません。
14. フィラデルフィア市の銅像建立の手順や規約が人権や人道的な問題に基づくのであれば、沖縄で女性
を強姦した米軍への抗議、ミャンマーの軍事支配への抗議、香港の人々に対する中国政府の政策への抗
議、アフリカの国々で起こっている人道的な事件への非難など、他の銅像も許可されますか。
市は、フィラデルフィア市に銅像を委託し寄贈する提案を全て検討します。 提案されたパブリ
ックアートは、芸術・文化・創造経済局によって審査され、Managing Director’s Directive 67と
同じ基準とプロセスに則り、最終的にはPhiladelphia Art Commissionによって承認されなければ
なりません。
15. 平和の広場と平和の少女像の資金調達の方法とスケジュールを教えてください。
2012年以降、ボランティアによる「草の根」の寄付によって資金が集められました。 Peace
Plaza Committeeは、Philadelphia Art Commissionの最終承認後、1年以内に着工することを希望
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しています。
16. 2021年2月のPhiladelphia Art Commissionのプレゼンテーションで、Peace Plaza Committeeは、
この公園に「建設的な集会」（Constructive Assembly）のためのスペースがあると述べましたが、こ
れはどういう意味でしょうか？
私たちは、このスペースをフィラデルフィアの多様なコミュニティを祝い、性暴力や性的人身売
買の撲滅に取り組むアーティスト、支持者、教育者と共有するために活用するつもりです。
質問4のプログラムの例をご覧ください。
17. 平和の少女像がすべての女性のための普遍的な平和を象徴するものであるならば、なぜこの銅像は国
家に特化しているのか（韓国人の服装）？
この像は、すべての女性のための普遍的な平和を表すというよりも、性暴力の被害者のための平
和、正義、癒しの追求を表し、すべての女性のための妥協のない人権を呼びかけています。
この作品の芸術的な目標は特徴のない外観を作るこではなく、一国の服装が必ずしも作品の普遍
的な問題を語る妨げにはなりません。
18. 平和の少女像委員会の意図は、この像をフィラデルフィアを訪れる韓国人観光客向けのアトラクショ
ンにすることなのでしょうか？
いいえ。
19. ニュージャージー州パリセーズとニュージャージー州ベルゲン郡の高官は、クイーンビレッジに提案
されているような日本人誹謗中傷の銅像がそれらの場所に建てられた後、韓国のスポンサーによって韓
国への全費用（航空券、ホテル、食事）の旅行にもてなされた。 フィラデルフィアの関係者も韓国へ行
くのでしょうか？
いいえ。 フィラデルフィア市職員は韓国へ行きません。
20. 平和の少女像がAssociation of Public Artの「Museum Without WallsTM」のプログラムに加えられ
ば、人々はそれを見て、電話すれば、歴史的背景情報などを得ることができるようになるのでしょうか
。 誰がその歴史を提供し、作品の背景に関する顧問になるのでしょうか？
Museum Without Wallsプログラムの運営は、Association for Public Artが行い、どのプロジェク
トに参加させるかを決定しています。 もし、Association for Public Artが平和の少女像に関する
情報を提供することを決定した場合、Philadelphia Peace Plaza Committeeと協力して、作品の
情報を提供することになるでしょう。
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21. フィラデルフィア市では、日本人の人口は0.04％と極めて少数ですが、この少数派に対する被害を考
えていますか？
質問6を参照してください。
22. 慰安婦記念碑は、アメリカのニュージャージー州に5体、ニューヨーク州に3対の計8体の事例があり
ます。 これらは日系社会全体への嫌がらせや暴力の例であり、これを「平和の像」（平和の少女像）と
言えるのか？
質問6を参照してください。
2011年以降、10カ国178体のレプリカ像が設置されたことによる、日本人コミュニティに対する
嫌がらせや暴力の記録はありません。 しかし、像が破壊・損傷された事件は数十件発生してい
ます。 お手持ちの資料がありましたら、ぜひPhiladelphia Peace Plaza Committee
admin@phillypeaceplaza.orgへご一報ください。
逆に、銅像をきっかけに個人や地域グループ間の理解や連帯が深まった例もあります。 私たち
の意図は、何十年、何世紀にもわたって存在してきた分裂や不信を解消するための対話を促すこ
とであり、私たちと直接対話し、関わってくださる方々をお招きすることです。
23. 韓国の慰安婦、あるいは70年以上前に日本によって性的奴隷にされた人々がフィラデルフィアに大き
な貢献をしている、あるいはその出来事がフィラデルフィアに大きな影響を与えたという根拠は何なの
か？
平和の少女像は、平和、正義、性奴隷の被害者の癒しを促進し、語られてこなかった女性の物語
に光を当てるという、市が広く共有する価値観を表しています。 また、フィラデルフィアに大
きな影響を与えながら、市のパブリックアートではあまり表現されていないアジアのコミュニテ
ィも表現しています。
24. アジアにおける戦争の歴史を記念するこの像が、ここアジアにおける暴力に対処するために、どのよ
うに役立つと考えていますか？ 言い換えれば、なぜこの歴史が一般のフィラデルフィアの人々にとって
関連があるのだと思いますか？
Peace Plaza Committeeのボランティアや、クイーンビレッジやフィラデルフィアのプロジェク
トの支援者は、世界中で平等を築き、人権を守るために私たちが果たすべき役割を評価し認識し
ている一般的な市民です。 性的人身売買や女性に対する暴力、アジア系アメリカ人コミュニテ
ィ、アジア系アメリカ人女性は、フィラデルフィアやアメリカで私たちが苦闘している適切かつ
関連性のある問題です。 このプロジェクトは、一般市民が一丸となって人権保護に貢献できる
ことを示すものです。
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25. アメリカでは、他の平和の少女像の撤去や破壊行為が行われているが、Philadelphia Peace Plazaを
悪者から守るためにどのような計画があるのか、また、この保護によって、広場を誰にとっても安全な
空間にする上で、警察の駐在などが増えないようにするにはどうすればよいのか。
落書きや破壊行為は、公共の場に置かれるあらゆる芸術作品に共通する問題です。 Office of
Arts, Culture and the Creative Economyは、フィラデルフィア市が所蔵する1000点以上のパブリ
ックアートを管理しており、これらの問題に頻繁に対処しています。 市は、第三者の業者や専
門家と協力し、パブリックアート作品への落書きや破壊行為が発生した場合、迅速に対処するた
めのオンコール保全サービスを提供しています。
フィラデルフィア市は、平和の少女像に警察が駐在する必要性はないと考えています。
26. 銅像の周りに現在、遊び場があるところに、新しい遊び場は新設されるのでしょうか？
この質問にある「遊び場」は現在、少量の土や背の低い植物、コンクリートで構成されており、
遊具も設置されていません。 新しい広場は、提案された新しい造園、照明、腰掛けに加え、十
分な舗装されたエリア（現在よりも大きく、より連続的）が設計されており、倉庫や定位置を必
要としない限り、必要に応じて非公式の遊び場として使用したり、遊び場として計画することが
できます。
27. いつ始まり、いつ終わりますか？
プロジェクトを開始するには、Philadelphia Art Commissionの最終承認と、資金調達の目標達成
を必要とします。 像の製作には数ヶ月、広場の改修には4-8週間かかると思われます。
28. この場所はどのように選ばれたのですか？ なぜこの場所なのですか？
歴史あるクイーンビレッジの親しみやすく穏やかな環境であること、Memorial Districtや東南ア
ジアのコミュニティーに近いことが選ばれた理由です。 この場所は、既存の条件から再解釈に
適しており、彫刻を設置し、集いの場を提供するのに十分な大きさでありながら、歩道に対して
（視覚的にも物理的にも）開放的です。
29. このプロジェクトのために、歴史的な証拠はどのように調査されたのですか？
日本や性奴隷の影響を受けた国々からの文書、アーカイブ、証言は、世界中の研究者や歴史家に
よって一貫して認識されています。 以下が例になります。
-

国際連合人権委員会 （国際連合人権委員会の決議に基づいて提出された、女性に対する
暴力とその原因及び結果に関する報告書（ラディカ・クマラスワミ））Report of the
Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences by Ms
Radhika Coomaraswamy, submitted in accordance with Commission on Human Rights
Resolution 1995/85, 5 February 1996, E/CN.4/1996/53/Add.1
https://undocs.org/E/CN.4/1996/53/Add.1
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-

慰安婦 第二次世界大戦中に日本軍が行った性的奴隷の慣行について、これらの残虐行為
に対する日本政府の責任を明らかにした主要な研究者による決定的な記述です。
http://cup.columbia.edu/book/comfort-women/9780231120333

-

出典資料 従軍慰安婦の募集に関する情報
http://www.e4sjf.org/concerning-the-recruitment-of-women-for-military-comfortstations.html

30. ShinjooさんはWCCW（ワシントン慰安婦問題連合）とつながりがあるのですか？ 連邦政府の決議
を主導したのは、彼らです。 https://comfort-women.org
はい、Peace Plaza Committeeは、2021年にPeace Plaza委員にインタビューしたワシントン慰
安婦問題連合の理事と面識があります。
31. 他の銅像を設置する余地はあるのでしょうか？ 例えば、アメリカで実際に起こった日本人強制収容
を表現するようなものなど。
市は、フィラデルフィア市に銅像を委託し寄贈する提案を全て検討します。 パブリックアート
の寄贈を提案する場合、Office of Arts, Culture and the Creative Economyによる審査、Managing
Director’s Directive 67に記載された基準とプロセスに従う必要があり、最終的にはPhiladelphia
Art Commissionによる承認が必要となります。
32. 最終的なプロジェクトには説明文が記載されますか？ また、その説明文について、設置前にパブリ
ックコメントの機会を設けるのでしょうか？
フィラデルフィア市は、2月9日に平和の少女像について話し合うタウンホールミーティングを開
催し、このミーティングの前後にもパブリックコメントの機会を設けました。 次のパブリック
コメントの予定は、 Peace Plaza CommitteeがArt Commissionに2回目のプレゼンテーションを
行う、Philadelphia Art Commissionの会合で行われます。 この会議の日程は未定です。
Philadelphia Art Commissionの会合は、毎月第2水曜日に開催され、一般に公開されています。
会議の議題は、Philadelphia Art Commissionの方針に従って、事前に公開されます。 平和の女神
像に関する決定がなされる前に、Philadelphia Art Commissionに意見を述べたいと考えているは
、会議に出席し、委員会のパブリックコメント手続きに従うことが推奨されます。
提案されている説明文については、質問8を参照してください。
33. なぜ彫刻の裏側と北側にこれほど広大な舗道があるのですか？ 現在そのエリアには多くの成熟した
木があります。
新しいデザインでは、広場の奥にある長方形のエリアは、イベントや集会のためのエリアとして
提供されることを意図しています。 現在の広場内の景観は、4本のコブカエデ、低木ビバーナム
、ホスタとリリオペ（すべて外来植物）の薄い地被植物で構成されています。 土がむき出しに
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なっている部分が多く、非常に圧縮されています。 現在の樹木は成熟しているように見えます
が、状態はかなり悪く、大きさは直径8～12インチで、高さは約25フィートです。 構造的な剪定
がされていないため、その形は美しくありません。 大径木の枝が取り除かれ、樹冠には枯れ木
もあります。 4本のうち3本の木の根元には樹皮が剥がれ、腐敗が進んでいると思われます。ま
た、根本が部分的に見えるか覆われており、植え込みが深すぎた可能性があります。
広場の背後にある既存の景観（I-95高速道路の隣の空間）は、多茎のリバーバーチ、スギ、アメ
リカヒイラギ、モクレン、カシワバアジサイ、ビブルヌム・リチドフィルム、シュラブローズの
成熟した植栽と、リリオペ、セイヨウキズタ、ビンカの密集した地上層で構成されています。
これらの植物は広場の背景として緑豊かな景観を提供しており、撤去されることはありません。
しかし、この成熟した景観の中には、植物が枯れ、植え替えが行われず、外来種の雑草が進出し
ているエリアが存在します。 私たちは、Interstate Land Management Corporation（ILMC）のパ
ートナーと協力して、新しいデザインの一部である新しい植栽に加え、この既存の植栽を改善す
るつもりです。
34. 広場の手入れは誰がするのですか？ 新しいデザインが気に入っています（向かいの住人）
Philadelphia Peace Plaza Committeeは、現在敷地の維持管理を担っているInterstate Land
Management Corporation（ILMC）とともに、広場の維持管理を行います。
35. このプロジェクトを実行するためには、50万ドルの資金調達が必要なのでしょうか？
いいえ。 Managing Director’s Directive 67では、提案されたパブリックアートプロジェクトの資
金は、Philadelphia Art Commissionから必要なすべての承認と必要な許可または認可を受ける前
に調達してはならないと定めています。
36. 右側の草地を移動して、もっと遊べるスペースを確保できませんか？ 現在、このスペースは子供た
ちが遊ぶのに使われており、それが奪われているような気がします。 活用されていないわけではありま
せん。
遊び場のスペースについての回答は、質問26を参照してください。 現在、子どもたちのための
正式な遊び場や遊具がありません。 新しいデザインでは、照明などのアメニティや非公式な遊
び場としての座る場所があり、より潜在的な空間の利用が可能です。
37. 今日、そして過去20年の間に、多くの黒人や褐色人種の人々が人身売買されている中で、なぜフィラ
デルフィアの資金は、1931年から1941年の移民（韓国系アメリカ人）に起こったことに使われるべきと
お考えなのでしょうか？
フィラデルフィア市は、この銅像やその維持に資金を提供していません。 提案されている平和
の少女像がPhiladelphia Art Commissionによって承認された場合、銅像はPhiladelphia Peace
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Plaza Committeeによって市に寄贈され、委員会は常Managing Director’s Directive 67に従い、銅
像の製作、設置、長期維持のための資金を調達する予定です。
38. このプロジェクトは、フィラデルフィアのコミュニティ、特に過去10年間にペンシルベニア州フィラ
デルフィアで被害を受けた家族に対し、どのような歴史的利益をもたらすのか？
提案されている平和の少女像のパブリックアートの目標は、この銅像が象徴する主題と人々につ
いて、 人々が会話を交わすようになることです。 Peace Plaza Committeeは、ジェンダーに基
づく暴力に関する世代間・文化間の対話を開始・主催し、戦時中の性的奴隷の歴史への理解を促
進し、女性や地元の移民コミュニティを支援するための教育的イベントを今後制作する予定です
。 これはフィラデルフィアのコミュニティ全体にとって有益なことです。
39. デザインは現在の樹木被覆にどのような影響を与えますか？増えますか、減りますか、変わらないで
すか？
質問33の回答で、撤去される既存樹木の詳細をご覧ください。 新しいデザインでは、現在この
スペースに存在するよりも多くの樹木、低木、地被類を植えることになっています。
40. 平和の広場のコンセプトも、銅像も、とても気に入っています。 広場の管理と24時間体制の警備は
どのように計画されているのですか？
もしこの銅像がPhiladelphia Art Commissionに承認されれば、Managing Director’s Directive 67
に基づき、長期的な維持管理のための資金を提供するための基金とともに、維持管理契約が作成
される予定です。 Philadelphia Peace Plaza Committeeは、現在敷地の維持管理を担っている
Interstate Land Management Corporation（ILMC）とともに、広場の維持管理を行います。 フィ
ラデルフィア市の公園や広場の大部分には24時間体制の警備はありませんが、銅像自体や広場を
訪れる人々の安全に関わる問題は、フィラデルフィア市によって対処されます。

41 私や他の観客が、この慰安婦像に関連した声明を提出することは可能ですか？
次のパブリックコメントの予定は、 Peace Plaza CommitteeがArt Commissionに2回目のプレゼ
ンテーションを行う、Philadelphia Art Commissionの会合で行われます。 この会議の日程は未定
です。 Philadelphia Art Commissionの会合は、毎月第2水曜日に開催され、一般に公開されてい
ます。 会議の議題は、Philadelphia Art Commissionの方針に従って、事前に公開されます。 平
和の女神像に関する決定がなされる前に、Philadelphia Art Commissionに意見を述べたいと考え
ているは、会議に出席し、委員会のパブリックコメント手続きに従うことが推奨されます。
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42. この像は、南部連合の像やクリストファー・コロンブス像など、特定のグループに対して不快感を与
える他の像とどう違うのでしょうか？
クリストファー・コロンブスや南部連合軍兵士の像は、人種差別、奴隷制度、植民地主義の遺産
を表しており、フィラデルフィア市が広く共有する価値観を反映していないため、一部の人にと
って不快なものです。 平和の少女像は、平和、正義、性奴隷の被害者の癒しを促進し、語られ
てこなかった女性の物語に光を当てるという、市が広く共有する価値観を反映しています。 ま
た、フィラデルフィアに大きな影響を与えながら、市のパブリックアートではあまり表現されて
いないアジアのコミュニティも表現しています。
43. フィラデルフィア市は、誰かが要望すれば銅像を設置するのですか？ どんな被害者でも銅像を設置
するのでしょうか？
質問14を参照してください。
44. 公共空間のアメニティ、デザイン要素、活性化に賞賛を送ります。 また、人類の歴史におけるこの
暗い瞬間に対する認識を高めることに賞賛を送りたいと思います。 この広場の目的は、人種的平等、平
和、和解であるが、この碑文が日本が正式に果たした役割に焦点を当てていることから、地域間の緊張
や韓国と日本のより広い外交関係の緊張をさらに助長するだけではないだろうか？
Peace Plaza像の碑文はまだ確定していません。 質問8の文案を参照してください。 その他のご
質問は、admin@phillypeaceplaza.orgまでお問い合わせください。
45. 建設にはどれくらいの時間がかかりますか？
質問27を参照してください。
46. Association of Public Art's Museum Without Wallsオーディオプログラムでは、携帯電話番号のコ
ードで、街中のパブリックアートの歴史的な情報を得ることができます。 平和の少女像はAssociation
of Public Artsプログラムに含まれるのか、また含まれる場合、音声情報のコンサルタントは誰になるの
か。
質問20を参照してください。
47. この地域で予想される交通問題・解決策はありますか？
いいえ。 市は、この地域の交通問題を想定していません。
48. Shinjooさんへの質問です。 2021年1月27日付のフィラデルフィア市への手紙には、若い女性と一緒
に7つの弾丸の記述がありました。 それらは、フィラデルフィアに刻まれていないのでしょうか？ もし
そうであれば、それらについて説明をお願いします。
この像はまだ製作されておらず、何も刻印されていません。 質問58を参照してください。
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49. Statue of Peace Plaza広場が完成した後、平和に関する教育を促進するために、どのような活動計
画があるのでしょうか。
Peace Plaza Committeeは、パートナー団体や関係者と協力し、広場での対面式の教育プログラ
ムだけでなく、ズームやソーシャルメディアなどの仮想プラットフォームでも、積極的な教育プ
ログラムを開催する予定です。 プログラムは、戦時中の性奴隷や、社会全体で個人やコミュニ
ティに影響を与えるその他のジェンダーに基づく犯罪などのトピックに関する講演、ワークショ
ップ、イベント、音楽コンサート、アート展示などを予定していますが、これらに限定されるも
のではありません。 今後の教育イベントの目標は、ジェンダーに基づく暴力に関する世代間お
よび文化間の対話を開始し、主催すること、戦時性的奴隷制の歴史に対する理解を促進すること
、ジェンダーに基づく暴力にさらに取り組むための行動可能な事柄について共に考えること、お
よび地域の移民女性が経営するビジネスを支援することです。
また、フィラデルフィアの多様なコミュニティの遺産を称える芸術・文化プログラムやイベント
を開催していきます。
50. 性奴隷の歴史は一方的な話だと思います。 日本側からの他の歴史的事実を発表する機会はないので
しょうか？
この広場の目的は、このような歴史を繰り返さないために、犠牲者とその勇気を称え、声を上げ
ることにあります。 自分の信念や意見を表現したい人は、このタウンホールのような公の場で
表現することができます。
51. 銅像が、学校コミュニティ内で恥辱や不快な感情を抱かせることについて、どう思いますか？ この
ような特定の国籍に言及した銅像は、アジア人コミュニティーの中に分断を生み出します。
歴史は、私たちが人間性を理解し、過去から学ぶことを助けるものであり、教育の不可欠な部分
です。 私たちのプロジェクトは、記憶、対話、和解を通じて、アジア人コミュニティ（そして
それ以外も）の距離を縮め、既存の恥辱を取り除き、このような分裂を解消することを目的とし
ています。
52. もし焦点が被害者であるなら、なぜ日本帝国軍にレッテルを貼る必要があるのでしょうか？
レッテルを貼られることで傷つきます。 加害者、被害者というレッテルを貼られることは、す
べての当事者を犠牲にすることになります。 しかし、20万人以上の少女と女性が何十年にもわ
たって被害者というレッテルを貼られ、日本帝国軍は人道に対する犯罪の加害者というレッテル
を貼られて、傷が（膿んで腐り）続いているところから私たちの集団的な歴史の重要な部分に注
意を向け、強調されているのです。 歴史の次の担い手である私たちが、過ちとその結果として
起こる残虐行為を繰り返さず、何十年にもわたる傷を癒すための仕事をするために、被害の原因
を特定し、歴史を全体的に学ばなければなりません。

12ページ目 - Japanese / 日本

質問51を参照してください。
53. 第二次世界大戦の日本人犠牲者を含む他の犠牲者のための記念碑が寄贈という形で提供された場合、
スポンサーはそれらを追加することを検討しますか？
質問14を参照してください。
54. アメリカの主要7都市は、物議を醸す銅像として、これらの銅像を拒否しています。 フィラデルフィ
アが理解していないことを、彼らは理解しているのでしょうか？
フィラデルフィア市は、この銅像を、歴史上の悲劇的な時代の犠牲者を称え、残虐行為について
一般の人々を教育するための機会を提供していると理解しています。 歴史的、人道的な目的を
果たす他のフィラデルフィアの銅像と同様に、この銅像も被害者中心で、教育と追悼のためにデ
ザインされています。
55. 委員会は、長い間無視されてきた重要な歴史に対する認識を高め続けるために、どのようなイベント
や教育プログラムを考えているのでしょうか？ 日本軍性奴隷制問題の被害者は、ベトナム、コンゴ民主
共和国、ウガンダなどの性暴力の生存者とも連帯し、支援してきたと聞いています。 彼らの活動は、武
力紛争における性暴力に対する国際的な認識を形成する上で、貴重なものです。 また、追悼と平和を中
心に据えて、救済を求める声が長く続いているようです。 この問題に関する正義のための国境を越えた
運動について、来場者がこれらの部分や他の部分について学び、正義や女性の権利にとっての重要性を
理解する機会はあるのでしょうか。
新しい組織として、私たちはフィラデルフィアやその他の地域で、すでにこれらの問題に積極的
に取り組み、献身的に活動している人々や組織とのつながりを持ち始めているところです。 正
義と人権を求める国境を越えた運動を（重複させるのではなく）強化することが私たちの願いで
あり、彼らの指導と協力を得て、訪問者の体験と提供するプログラムを形作っていくつもりです
。 例えば、フィラデルフィアを拠点とするアジア系アメリカ人の団体と、「韓国、ベトナム、

アフロ・アメリカ」と題したパネルディスカッションと芸術・文化イベント、 Our Shared
Struggle for Peace & Democracy （平和と民主主義のための私たちの共有の闘い）を2022年3月
12日に開催します。
質問20を参照してください。
56. 正義と人権に向けた国際的な連帯を促進するために、フィラデルフィアのアートワークを地元や世界
の同様の銅像（日本軍の性奴隷問題やその他の人権侵害問題を悼む銅像）につなげるプログラムを検討
したことはありますか？
はい、Peace Plaza Committeeでは、皆様のアイデアをお待ちしています。
admin@phillypeaceplaza.orgまでご連絡ください。
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Peace Plaza Committeeは、アメリカ、韓国、日本、ドイツ、オーストラリアに拠点を置く
Global Statue of Peace Networkの一員であり、成功事例を収集し、協力の機会を見出すために
、彼らへのインタビューを開始しました。
また、物理的な作品だけでなく、文学、舞台芸術、視覚芸術など、幅広い分野のアーティストと
のコラボレーションを目指します。 その好例が、質問4で触れた、2021年にPeace Plaza
Committeeが制作した詩の映像「The World After You Spoke」になります。
57. 「平和の少女像」と題されたページの説明文に「性奴隷」とあります。 適切な表現ではないので、
代わりに「慰安婦」を使うべきです。 そうではないのでしょうか？ 説明をお願いします。
Peace Plaza Committeeでは、強制連行、強姦、殺人の被害を正確に表現している被害者の要望
を受け、事実に基づく表記を行っています。 「慰安婦」は、売春婦を意味する婉曲的な日本語
の訳語です。
58 a. 発表者は、銅像と説明について「簡単に」説明した。 彼女のプレゼンテーションは、若い女性の解
釈なのか、それともプレートに刻まれた説明なのか、よく分かりませんでした。 以下の7つの箇条書き
の説明文は、プレートに刻まれるのでしょうか？ はい、もしくは、いいえで答えてください。 もし、以
下の記述が正確ではなく、異なるバージョンであるならば、訂正して説明してください。
1. 荒々しく切りそろえられた髪は、少女が両親や家庭から強引に引き離されたことを表し
ています。
2. 握りしめた拳は、「慰安婦」問題を解決しようとする強い意志、つまり生涯続く苦痛を
表しています。
3. 肩の鳥は、自由と平和を象徴しています。 鳥は生者と死者をつなぐ霊的な媒介物を表し
ています。
4. 祖母の影は、少女が老婆になり、時間が経過したことを表しています。 しかし、何も解
決していないし、彼女が人生で経験したことについて日本から謝罪されたこともないの
です。
5. 祖母の影にいる白い蝶は輪廻転生を表し、亡くなった被害者が日本政府の謝罪を聞くた
めに生まれ変わることを望んでいます。
6. 少女のつま先は、少女の人生の不快感を表しています。 靴は逃げられないように奪われ
ました。 生き残った人たちでさえ、戦後戻ってきても故郷に定住することはできません
でした。
7. 空っぽの椅子は、すでに亡くなった犠牲者の不在、現在における生存者との交わり、そ
して未来における女性や子どもの権利のために生存者と共に戦うという誓いを表してい
るのです
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答えはいいえです。
b. 上記の質問で答えが「いいえ」の場合、銘板に刻まれた説明文は、「平和の少女像」と題され
たページの若い女性の写真の上に正確に記載されており、それ以外のことは書かれていません。
はい、もしくは、いいえで答えてください。
銘板に刻まれる説明文の案については、質問8を参照してください。
59. 2月9日のイベントで議論されなかった質問に回答するために、追加のタウンホールミーティングを行
う予定ですか？
いいえ。 2月9日のタウンホールミーティングで議論されなかったすべての質問と、2月11日の
締め切り前に寄せられた追加の質問は、このリストにまとめられ、またCreativePHL.orgにも掲
載されています
60. 今の木は残るのでしょうか？ 素晴らしい木陰を提供してくれています。 新しい木は日陰を作るのに
何年もかかるのではと心配です。
質問33と39を参照してください。
61. 遊び場は確保されるのでしょうか？ 近隣の立地に対して、見落とされている気がします。
質問26と36を参照してください。
62. 右側の草地を撤去して、遊び場を確保することは可能ですか？ 用途がないと思います。
質問26と36を参照してください。
63. 工事はいつから始まるのですか。
質問15を参照してください。
64. 資金調達は完了しましたか？
現時点では資金調達は完了していません。 Philadelphia Art Commissionに承認された後、資金調
達がより優先されることになります。
65. 場所はどのように決定されたのですか？
質問28を参照してください。
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