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“Comfort Women” Justice Coalition 
Statement in Response to Recent Opposition to Our Memorial 

 
We are proud members of the “Comfort Women” Justice Coalition, a grassroots, multi-ethnic and 
multi-national group of individuals and organizations that are part of the global “Comfort Women” 
Justice Movement. We are guided by the powerful leadership of the grandmothers (the surviving 
“Comfort Women”) themselves. In 2017, we unveiled the memorial Comfort Women: Column of 
Strength in San Francisco to remember the hundreds of thousands of women and girls sexually 
enslaved by the Japanese Imperial Army from the early 1930s to 1945 and to educate the public about 
their history. The memorial symbolizes our international resolve never to let that atrocity be repeated, 
and the memorial is also a reverent testament to all those who have been victims of sexual violence 
and sex trafficking.  
 
1. Osaka Mayor Yoshimura’s Termination of the Sister-City Relationship Between Osaka and 

San Francisco 
 
Mayor Edwin Lee of San Francisco, in spite of Osaka Mayor Hirofumi Yoshimura’s repeated threats 
to terminate the Osaka-San Francisco sister-city relationship as retribution for installation of the 
memorial, stood firm in full support of the memorial. On November 22, 2017, Mayor Lee signed 
the San Francisco Board of Supervisors’ unanimously approved resolution to accept the gift of 
the “Comfort Women” Memorial from the “Comfort Women” Justice Coalition. The “Comfort 
Women” Memorial was thus made a municipal memorial, with the explicit approval of the resolution 
signed by Mayor Lee.  
 
Mayor Yoshimura’s attempt to bully San Francisco backfired. 
 
This embarrassing and poorly timed political grandstanding by Mayor Yoshimura provides an 
unintended lesson to the people of Osaka and the world—and to all the denialists: They must listen to 
and learn from the surviving grandmothers, rather than degrade their dignity, in accordance with 
recommendations by various United Nations bodies. For example, the Committee on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) has criticized the so-called 2015 
agreement between the foreign ministers of Japan and the Republic of Korea that was rejected by the 
international community and the survivors themselves.  
 
When the first “grandmas” broke their silence, they helped start a movement to declare that sexual 
violence during war is a crime against humanity—and to instruct the world community that sexual 
slavery as a strategy of war must be eradicated. Currently, the world is learning from women about the 
long history and culture of sexual abuse by men in positions of authority, offering parallels to the 
“Comfort Women” institution in which women and girls were kidnapped and forced into sexual 
slavery by the Japanese military. Mayor Yoshimura and Japanese Prime Minister Shinzo Abe are 
trying to discredit and remove a memorial that reminds the world that sexual abuse in many forms 
continues today. They will not succeed because in Japan and throughout the world, people realize that 
the enemies of women’s rights are enemies of human rights.  
 
The “Comfort Women” Justice Coalition (CWJC) will continue to work with our allies in Japan, who 
share our common vision of justice and freedom from sexual slavery for all women and girls. Along 
with our allies in Japan, CWJC questions Mayor Yoshimura’s qualification to lead the City of Osaka 
to host the World Expo 2025, whose goal includes “promoting progress and fostering cooperation ... to 
facilitate the understanding that citizens have about other nations and about future opportunities in a 
spirit of cooperation and optimism.” We see no evidence that Mayor Yoshimura can do any of those 
things. 
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2. Principles of the “Comfort Women” Memorial   
 
The “Comfort Women” Memorial represents a commitment to uphold the fundamental principles of 
justice and human rights that are firmly rooted in our hope for a future of genuine peace everywhere in 
the world.  
 
Grounded in an international multi-ethnic solidarity, CWJC, along with our peace allies, has spoken 
up against the revisionist, racist and sexist policies long held by some ultra-nationalist Japanese 
leaders who glorify Japan’s imperialist and militaristic aggression in World War II.  At the expense of 
universal human rights principles codified by the international community, these politicians have 
consistently denied Imperial Japan’s horrific war past in the name of nationalism and increased 
militarization, ignoring repeated UN warnings to begin addressing multiple forms of oppression and 
racism deeply rooted in Japanese society. Instead, the Japanese Government attacks the criticism of 
human rights abuses as “Japan bashing” in order to legitimize its own ultra-nationalist agenda and 
gross human rights violations.  
 
3. There Are Not “Two Sides” to Historical Fact, Only One 
 
The Japanese Government keeps insisting there are “two sides” to the history of its wars of imperial 
aggression. There are not. The “two-sides” assertion implies that the very fact of the  sexual slavery 
system on a mass scale under the Japanese Imperial Army can be justified or “understood.” It cannot. 
Sexual slavery during war has been declared a crime against humanity and a war crime. Japan must be 
accountable for its own actions. Accountability is the only way to remedy these crimes and to achieve 
true peace and reconciliation.   
 
Many Asian-American communities have family members who were victims of the sexual slavery 
system and other atrocities during Japan’s imperial wars of aggression, and those family members 
carry the burden of collective trauma to this day. By invoking the “two sides” narrative and repressing 
grassroots efforts to commemorate “Comfort Women” victims, the Japanese Government in effect 
denies the birthright of our communities to remember history and to demand justice. Instead of joining 
in the healing by recognizing the atrocities and crimes against humanity committed by Imperial Japan, 
denials by people like Mayor Yoshimura and Prime Minister Abe re-open the deep wounds from one 
of the most tragic eras in human history. 
 
4. Solidarity Among Peace Communities  

 
The “Comfort Women” Justice Coalition stands in solidarity with our friends in Osaka and elsewhere 
in Japan in the pursuit of genuine peace. CWJC wishes to commend San Francisco Mayor Ed Lee for 
his support of the “Comfort Women” Memorial and San Francisco’s goal of eradicating sexual 
violence and sex trafficking. We urge Mayor Yoshimura to join our struggle and to learn not only 
from the “Comfort Women” Justice Movement, but also from a long legacy of enlightened human 
rights movements in Japan led by peoples colonized by Imperial Japan, including the Hisabetsu 
Buraku (“Untouchables”), Zainichi Korean, Taiwanese, Okinawan, and Ainu communities. We 
request that Mayor Yoshimura directly confront Japan’s imperial militaristic past and rectify the 
unresolved legacies of Imperial Japan’s wars of aggression and colonization. Furthermore, we 
request that he learn from how those human rights movements have evolved through their close ties to 
the disability justice, feminist, and LGBTQIA movements. We urge Mayor Yoshimura to listen to the 
proponents of those movements with humility and an open mind and to learn what it means to respect 
the dignity and human rights of women. We sincerely invite him to join hands with us for a future that 
protects and ensures the human rights of all women and girls. 
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声	 明  

 
「慰安婦」記念碑に対し寄せられた反対意見への返答  

 
私たちサンフランシスコの「慰安婦」正義連盟は、国境を越え多民族に亘る 個人及び団

体によって構成されています。私たちは、国際的に広がる日本軍「慰安婦」問題正義運動の

一員であり、「慰安婦」のサバイバーらの力強いリーダーシップのもとで誇りを持って活動

しています。2017年、私たちは、1930年代初頭から 1945年にかけて日本軍によって性奴隷
にされた何十万人もの女性や少女たちについて記憶し、啓発する目的で、「慰安婦：力の柱」

という名の記念碑を、サンフランシスコ市に完成させました。これは、同様の暴虐を二度と

繰り返させないという私たちの決意を象徴しています。また、性暴力・性的人身売買の犠牲

となった全ての方々に敬意を表し、記憶する証しでもあります。 
 

1. 吉村大阪市長 によるサンフランシスコ市と大阪市の姉妹都市解消 
 
	 先月、サンフランシスコ市議会は全会一致で「慰安婦」正義連盟による「慰安婦」記念碑

の市への寄贈を受け入れました。これを受け、吉村大阪市長は、もしエドウィン・リー・サ

ンフランシスコ市長 がこの議会の決議を支持し、記念碑の寄贈を受け入れるなら大阪とサ
ンフランシスコの姉妹都市を解消すると公言しました。しかし、リー市長は議会の決議を全

面的に支持したため、吉村市長によるこの脅しは裏目にでることとなりました。 
 

	 吉村市長の派手な政治的スタンドプレーはあまりにもお粗末で、期せずして全ての歴史修

正主義者たちに予期せぬ教訓を与える羽目となりました。それは、今なすべきことは「ハル

モニ、アマ、ロラ」等と親しみと敬意を込めて呼ぶサバイバーたちの尊厳を貶めることでは

なく、彼女らの声に耳を傾け、学ぶべきだという教訓です。国連の女子差別撤廃委員会も、

2015 年のいわゆる日韓「合意」が当事者を中心に据えるアプローチに欠くと厳しく批判し、
日本政府に対しハルモニから学ぶことを喚起しています。 
 
	 ハルモニたちは自らの沈黙を破ることによって、戦時下の性暴力は人道に対する罪である

と宣言する運動の立ちあげに貢献しました。この運動は 戦争の手段としての性奴隷制を廃
絶するため、世界の人々を教育する役割も果たしています。 
 
	 奇しくも現在、世界各地で、権力の座にある男性による性暴力の長い歴史とそれを看過し

てきた文化的背景について女性たちが声を上げています。私たちは女性の告発に耳を傾ける

男性と、逆に耳を閉ざして事実そのものを否定しようとする男性とに分かれるのを目の当た

りにしています。「慰安婦」記念碑も、多くの形の性暴力が現在まで続いていることを啓発

する目的で建てられました。その記念碑に対して、吉村市長と安倍首相は 不信の念を表明
し、撤去しようとしています。女性の権利は人権であることは常識であり、私たちは吉村市

長と安倍首相の企てを決して許しません。 
 

2025年開催の世界万博の目標は、「協力と希望の精神にのっとり、市民が他国について
また将来的な可能性に関して理解を深めるのを助け、進歩を促進し、協力関係を育むこと」

です。吉村市長は主催をめざしていますが、吉村市長の 記念碑建設反対、姉妹都市解消宣
言と女性の人権への無理解は、万博のどの目標にも真っ向から反するものです。 
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吉村市長の決断に関わらず、「慰安婦」正義連盟は、性奴隷制度からの自由と正義を全て

の女性と少女に実現することを活動理念とし、同じ理念を掲げる日本の仲間とともに活動を

続けることを願っています。 
 
2. 「慰安婦」記念碑の理念 
 
私たちは、世界中に平和が訪れることを願い、正義と人権を守るために「慰安婦」記念碑

を建てました。 
 
この目的を達成するために、私たちは世界中にいる私たちの仲間とともに、日本の指導者

たちによる偏狭なナショナリズム、 帝国日本による軍事侵略を賛美、美化する歴史修正主
義、人種差別、性差別及び軍事化を批判してきました。国連（の人権関係の諸委員会）も、

日本社会に未だ深く根付く人種差別、女性差別などの人権侵害に日本政府が立ち向かうよう

に、 度重なる勧告をしていますが、日本政府は無視し続けています。それどころか偏狭な
ナショナリズムや人権侵害を正当化するため、犠牲者の訴えや国際法に基づく勧告を「日本

叩き」と称して、逆に人権侵害の犠牲者に対する攻撃に転じています。	  
 
 
3. 歴史的事実に「二つの解釈」はない。真実は一つ 
 
日本軍「慰安婦」制度は、戦時下日本帝国陸軍と海軍によって行われた性奴隷制度であり、

人道に対する罪、戦争犯罪と国際法により認定されています。日本政府にその加害責任があ

ります。しかし日本政府は、帝国主義日本が展開した侵略戦争の歴史には異なる解釈がある

と主張し続けています。日本軍による大規模な性奴隷制度の事実そのものも、解釈によって

は正当化できると主張しているのです。例えば、2015年のいわゆる「合意」は、一方で日
本政府の責任を認めながら、犠牲者の要求は一切無視し、強制性も否定しています。吉村市

長は、私たちの記念碑の碑文は日本政府の見解に反すると公言し、橋下前大阪市長、在アト

ランタ日本総領事などは、慰安婦は売春婦で必要悪であったと公言しています。しかし、加

害の事実にいくつもの解釈は存在しません。全ての性暴力の犠牲者にとって事実は一つであ

るのと同様、日本軍性奴隷制度の歴史的事実は一つです。 日本政府にとって、加害責任を
取ること以外にこれらの犯罪を償い、真実の平和と和解に至る方法はありません。  
 
アジア系アメリカ人のコミュニティには、帝国主義日本が侵略戦争中に犯した性奴隷制度

や他の残虐行為の犠牲者が家族にいて、今でもトラウマの重荷を抱えて生きている人々が大

勢います。日本政府は「二つ目の解釈」を持ち出したり、「慰安婦」制度の犠牲者を記憶す

る草の根運動を妨害・弾圧することによって、私たちのコミュニティに生来与えられている

はずの、歴史を記憶し正義を要求する権利を事実上剥奪していると言えます。 
 
吉村市長と安倍首相は、戦争中の暴虐や人々に対する犯罪の事実を認めて癒しへと誘うど

ころか、人類の歴史上最も悲劇的な時代の一つに作られた深い傷の傷口を再び開こうとして

いるのです。 
 
	 サンフランシスコ市は、記念碑を全面的にサポートすることで、日本政府に対して歴史的

事実に「二つの解釈」はなく真実は一つと宣言したのです。 
 
4. 平和主義コミュニティの連帯 
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私たち「慰安婦」正義連盟は、大阪はじめ日本各地の友人たちと連帯し、平和の実現をめ

ざします。 
 
私たちは、エドウィン・リー・サンフランシスコ市長が「慰安婦」問題へのサポートを惜

しまず、サンフランシスコ市が性暴力、性的人身売買の根絶を目標に掲げていることを褒め

称えたいと思います。 
 

	 吉村市長には、「慰安婦」問題の解決を求める運動のみならず、大阪に根付いてきた被差

別部落、在日コリアン・朝鮮人、台湾人、及び沖縄ウチナーンチュやアイヌ有志の解放・反

差別運動、人権運動から学び、帝国日本による侵略戦争、植民地支配の負の遺産と向き合い

過去を清算する事を政策の中心に据える事を求めます。さらには、これらの反差別、人権運

動が、障がい者解放運動、セクシャリティー、ジェンダーの多様性をめぐる運動、家父長制

の解体を目指す運動と、密接に結びついて展開されてきた歴史からも学ぶ事を求めます。	
 
吉村市長には、心を開いて謙虚に当事者の話に耳を傾け、女性の人権を尊重するとはどう

いうことかを、これらの世界に誇る大阪・日本発信の人権運動から学んで欲しいと願ってい

ます。そして、私たちとともに手を取り合って、全ての女性や少女の人権が守られる未来を

ともに築いていただきたい。それが、私たちの心からの願いです。 
 

2017年 12月 7日 
 

「慰安婦」正義連盟 
 

 
 
 


