
March 14, 2021 

Dear Prof. Russell,  

  

Thank you for your response. I profoundly appreciate your deep concern with my allegation, to 

which you responded with a two-page long answer. 

  

I have asked the Japan Times to provide me an opportunity to rectify the incorrectness of your 

article. Here, I would like to state simply the following two points. 1) Weirdly, an English intelligent 

native speaker like you misinterpreted my study, and 2) it is natural to find the Twitters, who seem 

English native speakers themselves, interpreted your article as you intended.    

  

Your responses, ironically, have proved you misread my study, intentionally or not. It seems rather 

strange for me, a non-native speaker of English, to show how to read an English text to an English 

native speaker, but you made several errors, as shown below. 

  

1) You write as: My article did not refer to whether the readers of Little of Black Sambo(sic) might 

develop racial prejudice against blacks, but rather to statements in your article which addressed the 

issue of implicit bias against black people relative to white people. (emphasis mine)  

No, you are wrong. You cunningly omitted the last phrase (I italicized). In your Japan Times article, 

it says Kazuo Mori notes that Japanese have an implicit bias against blacks, concluding that 

"Japanese participants showed an implicit preference for 'white people' over 'black 

people.'" (emphasis mine) 

  

2) You write in the 3-4 lines of the second paragraph as: However, the negative scores of black 

people were only relative as compared with highly positive scores of white people among Japanese 

people.  

Yes, you read my study correctly here. However, in your article, this crucial part is missing, 

intentionally or not. 

  

3) In the third paragraph, you state as: Your article suggests that an implicit bias 

against blacks does exists. (sic) 

No, it is definitely NOT. Of course, you correctly understand that the relative assessment using a 

bipolar IAT showed an apparent bias against blacks but only compared to whites. However, you try 

to justify your biased interpretation with a twisted argument. I am sure you know your logic is 

awkward yourself. I doubt any native speaker of English would interpret my study this way except 

with malicious intention. 

  



March 14, 2021 

4) You continue a bitter argument in the following paragraph as: Significantly, you conclude that "It 

was an agreeable finding that Japanese students had a positive 

implicit image of black people when assessed separately from the image of white people. The 

present findings may mean that Japanese people do not hate black people but they discriminate 

them" (p.10). (emphasis only in the first line is mine) 

 

I know you understand it is not my conclusion. Nevertheless, you intentionally disregard the proper 

conclusion of mine. Just ten lines below, I clearly concluded that "The present study showed that 

Japanese people possessed more negative implicit images of black people and Sambo than white 

people and Heidi. However, the negative scores of black people were only relative as compared with 

highly positive scores of white people among Japanese people.  

  

5) You continue deliberately derail an argument in the following paragraphs. I do not point out one 

by one here. I honestly wonder why an expert in this issue like you misread my study. It is only 

plausible to assume that you quoted my study just what was convenient for your argument.  

 

 

Best regards, 

Kazuo Mori, Ph.D. 

Matsumoto University 

 

P.S. For an open discussion about this issue, I will post your responses of March 13th on my website 

along with my claim. I hope you do not mind it. 
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ラッセル先⽣,  

  

お返事ありがとうございました。私からの批判を深く受け⽌めていただき、2 ページにも
わたる⻑いお返事をお書きいただき感謝します。 

  

ジャパンタイムズにはあなたの記事を修正する機会を与えてもらえるようお願いしまし
た。ここでは、簡単に２点だけ述べます。１）知的な英語ネイティブスピーカーであるあ
なたのようなお⽅が私の研究を誤解釈するのはいかにも変です。２）⼀⽅、あなたの記事
を読んだ、おそらくこれも英語ネイティブスピーカーと思われる読者が Twitter であなたの
意図したようにあなたの記事を理解しているのは当然です。 

  

⽪⾁なことに、あなたからいただいたご回答によってあなたが私の研究を誤解釈している
ことが確実になりました。英語⾮⺟国語話者の私が、英語ネイティブスピーカーの⽅に英
語の読み⽅を教えるのも変ですが、以下に⽰すようにあなたはいくつもの間違いを犯して
います。 

  

1) あなたは次のように書きました：私の記事では『チビクロサンボ』の読者が⿊⼈に対す
る偏⾒を強めたかどうかについては触れませんでした。私はそれよりも、あなたの論⽂で
⿊⼈が⽩⼈に⽐べて偏⾒を持たれているということに⾔及しました。（下線は守） 

 いいえ、それは違います。あなたは狡猾にも（私が下線をつけた）部分を省略しまし
た。あなたのジャパンタイムズの記事ではこう書かれています。「守⼀雄は⽇本⼈には⿊
⼈に対する潜在的な偏⾒があり、“⽇本⼈被験者は潜在的に⿊⼈より⽩⼈を好んでいた”と
結論した。」（下線は守） 

  

2) あなたは 2 番⽬のパラグラフの 3-4 ⾏⽬にこう書きました：しかし、⿊⼈に対する否定
的な得点は、⽇本⼈の⽩⼈に対する得点が極めて⾼かったことによる相対的なものにすぎ
ません。 

 はい、ここはあなたの解釈は正しいです。しかし、あなたはこの重要なことをあなたの
記事では、意図的かそうでないか、書きませんでした。 

  

3) 第３のパラグラフであなたはこう述べています：あなたの論⽂では⿊⼈に対する潜在的
な偏⾒が確かに存在すると⽰唆しています。 

 いいえ、とんでもありません。もちろん、あなたも 2 極潜在連想テストを使ったばあい
に、⽩⼈に⽐べての“⾒かけ上の”⿊⼈への偏⾒が現れたことを理解しているはずです。し
かし、あなたは議論を捻じ曲げて、あなたの間違った解釈を正当化しようとしています。
あなたの論理が成り⽴たないことはあなた⾃⾝もおわかりなはずです。私には、英語のネ
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イティブスピーカーが、悪意で解釈しようとしないかぎり、私の研究をこんな⾵に間違っ
て解釈するとは思えません。 

  

4) 引き続くパラグラフでも苦しい議論を次のように続けています：（論⽂の 10 ページ
で）明⽩に、あなたは“⽩⼈との⽐較ではなく⿊⼈だけについて調べると⽇本⼈学⽣が⿊⼈
に対して肯定的な潜在イメージを持っていることがわかったことは嬉しいことである。こ
の発⾒は、⽇本⼈が⿊⼈を嫌ってはいないが、それでも差別はしていることを意味してい
る。”と結論しています。（最後の部分のみ守が下線を付加） 

 この部分が私の論⽂の結論でないことはおわかりのはずです。それにもかかわらず、あ
なたは私の正しい結論を無視しています。あなたが引⽤したわずか 10 ⾏下に、私がはっ
きりと結論を述べています。「この研究で、⽇本⼈は⽩⼈はハイジに⽐べて⿊⼈やサンボ
に対してより否定的な潜在イメージを⽰した。しかし、⿊⼈に対する否定的な評価は、相
対的なものにすぎず、⽇本⼈が⽩⼈に対して極めて強い肯定的評価であるためである。」 

  

5) あなたはその後のパラグラフでは意図的に論点を外した議論をしています。ここでは、
それらを⼀つずつ述べることはしません。正直に申し上げて、こうした領域の専⾨家であ
るはずのあなたがなぜ私の論⽂を誤読なさったのか不思議に思います。あなたは私の研究
のうち、⾃分の主張したいことに都合のいい部分だけを引⽤したとしか考えられません。 

 

敬具 

松本⼤学 守 ⼀雄 

 

追伸：開かれた議論のために、3 ⽉ 13 ⽇のあなたの反論を私の苦情とともに私のウェブサ
イトに公開しようと思います。ご了承ください。  

 

 

 


