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女は男より三歩下がって歩くべし

— 日本の昔のことわざ
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１９２８年のあるどんよりとした日、ユダヤ人のベアテという少女
は、目を見開きながら巨大汽船が横浜港にゆっくりと入って行くの
を汽船のレールに立って眺めていた。彼女の父はレオ・シロタで、
反ユダヤ主義のロシアを去りチャンスを掴むため、オーストリアに
移り住んだ有名なピアニストである。ピアノのコンサートのため、
家族と一緒に日本に渡ったのだった。日本に到着した時、ベアテと
家族は今までアジア人を見たことがなかった。



彼女は言語能力に長けていた。流暢な日本語を話し、新しい家を愛
するようになった。乃木坂の頂上からの日の出。「どうもありがと
う」という美しい言葉。親友、あからとの羽子板遊びや漢字練習。
太鼓の音や夜出かけた時の浴衣の袖がすれ合う音。



彼女はまた日本に不平等な一面があることを知った。少規模で
はあったが女性権利を求める活動家の動きはあった。しかし、
それでも男性が全てを支配していた。父親は娘を売ることがで
きた。賑やかな銀座の商店街では、何人かの女性は夫の三歩後
ろを歩いていた。多くの集会では女性の居場所はなかった。知
らない男が部屋に入ってくると、あからでさえも俯いた。ベア
テを不快にし、苛立たせたことわざがある。
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ベアテが成長するにつれ、世界が憎しみで包まれた。アドルフ・ヒトラー
率いるナチス・ドイツは、戦争での「最終的解決」としてユダヤ人の全滅
を決定した。日本はドイツと同盟を結び中国を侵略し軍人は何百万人もの
中国人の命を奪った。

ベアテが１５歳で大学に行く準備ができた頃は、日本では、大学に行くこ
とが許められた女性は少なかった。その上、ベアテにとってヨーロッパに
戻ることは問題外だった。彼女の両親は安全にベアテが過ごせるだろうと
思い、カリフォルニア州のオークランド市にある女性のためのミルズ大学
へとベアテを送った。その大学の女子学生たちは、医者や科学者、そして
芸術家や作家を目指した。



学期の初日、学長が人間の平等についての式辞を述べた。ベアテは今ま

でに一度もそのようなことを聞いたことがなかった。



アメリカは日本が真珠湾を攻撃するまで、日本との戦争に手
を出さなかった。しかしその真珠湾の攻撃後、両親がいる東
京への手紙や電話などの電報は通じなくなり、ベアテの心は
打ち拉がれた。日本の軍隊を憎んだが、日本の人々を愛して
いた。アメリカとその同盟国が戦争に勝つことを望んでいた
が、日系アメリカ人が強制収容所に送られた時、激しい憤り
を感じた。



自立を余儀なくされ、両親の消息が分からない日々が続き
気が狂いそうになったベアテは、自分の言語力を活かし日
本のラジオを聞いた。しかし両親の生死について何も知る
ことはできなかった。アメリカの戦闘機が東京を爆撃し、
煤が黒い雪のように降ったとき、彼女は両親の無事を祈る
ことしかできなかった。



８月の雲一つない広島に、原子爆弾は落とされた。日本
が降伏し終戦してもベアテは両親の消息を知ることはで
きなかった。日本に行くことはアメリカの一般市民には
禁じられていたため、軍での仕事を探すしかなかった。
今まで軍にとって、女性が復興再建の仕事につくことは
なかったが、ベアテの完璧な日本語を聞いて、通訳とし
て雇った。

ひしめき合う軍機の窓から、ベアテは久しぶりの日本を
見た。最愛の日本が焼け野原となっているのを見て、彼
女は生気を失った。



日本に到着するとすぐにベアテは母と父
を必死に捜した。銀座の商店街は消え、
無くなっていた。彼女の家には黒焦げに
なった柱だけが一本、瓦礫の中でグラグ
ラと揺れ残っていた。

それは父だった。彼はベアテの到着を知っていた。
父はピアノ線のように痩せ、母が人里離れた所にあ
る山小屋で凍えるほど寒い思いで待っていると説明
した。日本はそこで外国人を抑留していた。ベアテ
と父は、軍から支給されたチョコレートバーを持っ
て、山小屋へ駆けつけた。母と再会した後、家族
揃って小さなストーブで温めたコップ一杯の蒸し茶
を飲み続けた。

しかしその晩、彼女
はホテルのロビーで
かすかに聞き覚えの
ある声を聞いた。

「ベアテ！」



両親が安全だとわかり、ベアテは仕事を始めた。ダグラ
ス・マッカーサーは占領下の日本の最高司令官だった。
彼はこの若いアメリカ人の女性翻訳者が日本をよく知っ
ていることを知り、ベアテに新日本憲法を草案作成する
仕事を割り当てた。

ベアテは当時２２歳。
男性弁護士と男性役員
しかいない部屋で、
たった一人の女性だっ
た。「憲法について何
を知っているだろう」
と自問自答し、勉強し
ようと決意した。東京
で役に立つ本を探した
が残っている図書館は
少なく、ひどく傷を
負った 図書館の管理
人は戦争から平和へと
人々を救うことを望ん
でいた。



マッカーサーは選挙制度に基づいて構成される
政府を日本にもってほしかった。ベアテは、た
とえ日本に選挙制度があっても、男性が権力を
握っていることを知っていた。日本では、父親
が魚市場で魚を売るように自分の娘を売り結婚
を強要し、女性が男性の三歩後ろを歩く状況が
続いていた。



日本の女性を弁護できるのはベアテしかい
なかった。彼女は未来の女性の地位を保証
するために、変更した長いリストを起草し
指揮官に自分の考えを伝えた。

指揮官はベアテに「アメリカ合衆国憲法に
書かれている権利よりも多くの権利を日本
の女性に与えた！」と主張した。

ベアテは「ケーディス大佐、アメリカの女
性はアメリカ合衆国憲法において存在しま
せん。ですので、日本の女性に権利を与え
ることはあまり難しいことではありませ
ん。」と冷静に答えた。彼女の意志の強さ
に、大佐は同意した。ベアテは 自ら日本
国憲法の人権条項を書いたのだ。



松本内相は日本の代表団を率い、提案さ
れた新しい憲法について議論した。いつ
も通り、ベアテは同席している唯一の女
性だった。日本の代表は彼女の完璧な語
法と流暢な翻訳を高く評価していた。彼
女のことを「ベアテさん」と呼び「どう
もありがとう」と言った。しかし、アメ
リカ代表員が１４条を提案した時、日本
の代表員は激怒した。ベアテは強い憤り
を感じたが、彼の言葉を正確に伝えた。

「これは私たちの文化、歴史、そして生
き方に合いません。」



討論は何時間も続いた。やっとケーディス大佐が話を
した。「この人権条項はシロタさんがご自身で起草し
たものです。彼女はこの条項が通ることを強く望んで
います。どうしてこれを通せないのでしょうか。」

日本の代表団は彼女をじっと見た。ベアテさんがこれ
を書いたのか？日本で育ち、日本の習慣を理解し、日
本人のように話すこの若い女性が？最も尊敬する女性
がこの条項を？

ベアテは下を見ず、日本の代表員とまっすぐ視線を合
わせた。



「いいでしょう。」日本の代表員は同意した。

「あなたの考え方に賛同します。」



この一人の若い女性が日本の国の未来
を変えた、と大ニュースになるべきで
あったが、アメリカ政府はこれを機密
にした。

数十年後、やっとベアテは自分の
したことを話すことが許され、東
京に戻った。

彼女は自分が英雄になったことを
知った。



ベアテへの敬意を評し、演説と演奏会が開か
れた。日本政府は彼女に特別な賞を贈り、貢
献を讃えた。フランス語の教授となった幼馴
染のあからとの再会が全国ニュースになっ
た。

女性は、医者、科学者、芸術
家、そして作家になった。銀座
の商店街で、三歩下がって歩く
女性はもういなかった。その代
わり、日本の女性はベアテを
走って出迎えた。

「ベアテさん、どうもありがとう！
　どうもありがとう！」



抱き合いながら、ベアテはある日本の古い諺を思い出した。

女ならでは夜が明けぬ
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Beate’s life is extraordinarily well documented in 
Japanese, but not as much in English. The starting place to learn 
more is Beate’s 1997 memoir, The Only Woman in the Room: 
A Memoir of Japan, Human Rights, and the Arts, published by 
Kodansha. Another biography of Beate is Nazrine Azzimi and 
Michel Wasserman’s Last Boat to Yokohama, published in 2015 by 
Three Rooms Press. 

Beate participated in a number of extensive oral 
histories for various archives. The one  most helpful to me 
was with the Columbia University Center for Oral History, 
conducted by Aaron Skaebelund and Nicole Cohen beginning 
on 15 October 2001. There are other oral histories, such as the 
ones at the University of Maryland  (http://lib.guides.umd.edu/c.
php?g=326790&p=2194124) and at the Imperial War Museum 
in London, UK (https://www.iwm.org.uk/collections/item/
object/80022530).

There are many newspaper, magazine, and other 
journalistic (both in print and online) references to Beate’s life. 
Among the most helpful are the New York Times obituary (https://
www.nytimes.com/2013/01/02/world/asia/beate-gordon-feminist-
heroine-in-japan-dies-at-89.html), the obituary in The Economist 
(https://www.economist.com/obituary/2013/01/12/beate-
gordon), the obituary in The Atlantic (https://www.theatlantic.
com/sexes/archive/2013/01/the-american-woman-who-wrote-
equal-rights-into-japans-constitution/266856/), and the Japan 
Times review of her memoir (https://www.economist.com/
obituary/2013/01/12/beate-gordon). A Jewish Women’s Archive 
piece on Beate (https://jwa.org/blog/meet-beate-sirota-gordon-
who-knew) and the obituary in The Forward (https://forward.com/
news/168592/beate-sirota-gordon-dies-at-89/) both help to assess 
her life in a Jewish context. For those interested in photographs, The 
Forward offers a link to a large archive that is in the public domain.

Video footage of Beate is extensive. She speaks for more 
than an hour in this appearance at Middlebury College (Vermont) 
in 2007 (https://www.youtube.com/watch?v=TceZiTqyZXI), and 
was the commencement speaker at Mills College in 2011 (https://
www.youtube.com/watch?v=O6GIcAlJeZ8) . Beate speaks Japanese 
in this appearance on Japanese television (https://www.youtube.
com/watch?v=qTOixvhaGzk) and in this 2012 small feature story 
(https://www.youtube.com/watch?v=nbQ0BZwNVWg).

Nicole Gordon Bernstein (daughter of Beate Sirota 
Gordon), Hiroko Shimada-Watanabe (granddaughter of Akara 
Umehara), Misa Sugiura; Jeremy Blaustein, Cynthia Kadohata, 
Akiko White, Patricia Graham, DeAnn Okamura, Yoshio 
Nakamaru (translator), Akari Shibata (former Japanese instructor 
at Colby College, Waterville ME, where I graduated a very long 
time ago), and especially Dr. Beth Leedham. My editor and 
publisher Marissa Moss cared as much about this book as I do. My 
agent and friend Laura Blake Peterson was, is, and always will be the 
best ally any author could want.

Beate (Bee-AH-tay) Sirota Gordon was born in Vienna 
in 1923. Her father was Leo Sirota, a world-famous pianist who fled 
anti-Semitic Russia for opportunity in Austria. When the economy 
collapsed in the late 1920s and concert halls were shuttered, Sirota 
accepted a teaching position in Japan that would also give him a 
place to perform. Beate made many friends in Tokyo, among them 
Akara Umehara, daughter of the famed Japanese painter Umehara 
Ryūzaburō. The decision to go to Japan likely saved the Sirota 
family, as the anti-Semitism which swept through Germany and 
Austria ultimately led to the Holocaust. That’s why, when it came 
time for Beate to attend college, a return to Europe was impossible. 
The Nazis had stripped her of her citizenship. And it was dangerous 
for Jews to live there. Jews were fleeing Germany and Austria, not 
returning there.

Though Japan mistreated its Jews, it did not slaughter 
them as their Nazis allies wanted, not even in the areas it occupied. 
However, the Japanese military’s reign of terror in much of 
south Asia resulted in millions of innocent civilians being killed, 
kidnapped, and enslaved. Women, children, and babies suffered 
particularly horrifying fates. As for the US, historians and ethicists 
are fiercely split on President Harry Truman’s decision to use 
atomic weapons on Hiroshima and Nagasaki, where hundreds of 
thousands of Japanese civilians died from the blasts and radiation. 
The firebombing of Tokyo on the night of March 9-10, 1945 – 
known in Japan then as the Night of Black Snow – is less well 
known, but took nearly as large a toll as either atomic attack. The 
Supreme Court only recently admitted  — in June, 2018 — that 
the Japanese-American internments were unconstitutional. Nearly 
120,000 people of Japanese descent were imprisoned in bleak 
camps, forced to sell their homes and businesses or leave them in 
the care of neighbors and associates. The U.S. government still 
hasn’t paid meaningful reparations for the losses incurred by these 
families, though a token amount was granted decades later in 1988.

Beate’s contributions to the Japanese constitution are 
enshrined in articles 14 and 24: 

Article 14:

1. All of the people are equal under the law and there shall be no
discrimination in political, economic or social relations because of
race, creed, sex, social status or family origin.

Article 24:

1. Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes
and it shall be maintained through mutual cooperation with the
equal rights of husband and wife as a basis.

2. With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice
of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and
the family, laws shall be enacted from the standpoint of individual
dignity and the essential equality of the sexes.

It is important to note that in the first decades of the 20th 
century, there was a fledgling movement among Japanese women 
calling for participation in political discourse, the right to vote, 
and better representation in society. This movement was inspired 

Beate discusses her reunion in Tokyo with her father and 
his calling of her name, “Beate!” in her memoir, The Only Woman 
in the Room, page 16.

“What do I know about constitutions?” The quote comes 
from an interview that Beate did with WGBH public radio in Boston, 
on the show “Morning Streams,” on November 11, 2005 (http://
streams.wgbh.org/online/morn/transcripts/MSPC20051111.pdf).

“Colonel Kades, that’s not very difficult to do, because 
women are not in the American Constitution.” The conversation 
between Colonel Kades and Beate is documented in two places. First, 
it is recounted in an article in the May 28, 2005 edition of the New 
York Times, about a visit by Beate to Japan in 2005 (http://www.
nytimes.com/2005/05/28/world/asia/fighting-to-protect-her-gift-to-
japanese-women.html).  Second, Beate recounts in her memoir (page 
116) how in the grueling week of debate, almost all of the clauses that
emerged from her Underwood typewriter ended up in the trash basket.

The sequence that runs from the Japanese negotiators 
stating, “This doesn’t fit our culture, doesn’t fit our history, doesn’t 
fit our way of life!” through Colonel Kates declaring, “This article 
was written by Miss Sirota herself. She has her heart set on this issue. 
Why don’t we just pass it?” to the Japanese delegation acceding, “All 
right,” the men agreed. “We’ll do it your way,” comes from two 
sources. The opening line is quoted in the Jewish Women’s Archive    
(https://jwa.org/thisweek/oct/25/1923/birth-of-beate-sirota-gordon-
who-wrote-equality-into-post-war-japanese), while Beate writes about 
the rest of the encounter in her memoir The Only Woman in the Room 
(page 123 ff). Beate communicated it differently to others at times, 
including her daughter, who heard a different account from that 
depicted in the memoir.

“Dōmo arigatō, Beate-san! Dōmo arigatō!” This came from 
an interview with Nicole Gordon Bernstein, Beate’s daughter, on 
May 8, 2013. It is confirmed by an interview that Beate did with the 
ABC network show “Nightline” on Wednesday, February 10, 1999, 
where she told host Ted Koppel, “They always want their picture taken 
with me. They always want to shake my hand. They always tell me 
how grateful they are. I’m always on a high when I’m in Japan. I’m 
surrounded by so much love and it’s really inspiring.” (https://www2.
kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln275/Sirota.htm)

Author’s Note

by the late 19th century feminist Toshiko Kishida and led by such 
luminaries as Fusae Ichikawa. Representatives of that movement 
were not offered a place at the table, neither by the Japanese nor 
the Americans, when the post-war constitution was being debated.  

When Beate returned to America in 1947, she married 
Joseph Gordon, another translator. They settled in New York City 
and had two children. Later, she was instrumental in creating post-
war harmony between the United States and Japan as a cultural 
programmer and leader of the Asia Society. Like so much having 
to do with national security, the story of the post-war constitution, 
and Beate’s pivotal role in its creation, remained a military secret 
for decades. Beate gave no interviews to the Japanese press until 
the 1990s. When she finally returned to Japan, the Japanese 
government awarded her the Order of the Sacred Treasure, Gold 
Rays with Rosette. She became the subject of hundreds of articles, 
documentaries, films, books, and plays, and remains a Japanese 
national hero. Her memoir, The Only Woman in the Room, was 
published in Japanese before it was translated to English. The title 
inspired some words in this book. 

Beate died on December 30, 2012. Her children 
scattered her ashes in Japan. 

As of the writing of this book, despite many attempts to 
pass such an amendment, the Constitution of the United States of 
America still does not guarantee equal rights for women.

Beate in Japan, 1946
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Beate with Ichikawa Fusae at The League of Women Voters, 1952






