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Dear Prof. Russell, 
 
I was so disappointed with your response. You feel fine about publishing your 
opinion to the paper but want to hide your argument's deficits. I'm afraid I have 
to look down on you. I will look for some other ways to rectify this issue until you 
correct what you wrote in the article. 
 
Since you do not permit me, I do not disclose your responses. Your students will 
feel shameful if they know their supervisor escaped from an open discussion on 
his specialized area. It would have been an ideal chance to discuss the racial issues 
openly in Japan. You only speak for blacks from a comfortable Japanese 
professorship status but don't really want to solve the racial discrimination issues. 
Without racial problems, you will lose your "business." Right? 
 
As you know, I have once worked against the accusations of the Story of Little 
Black Sambo. Since then, I have been thinking of the Japanese people as non-
racistic. Of course, there are some racists in any society, as you pointed out in your 
first book, Nihonjin no Kokujinkan. However, I still think the Japanese are non-
racist as a whole. (I will address the Japanese-Korean issues below.)  
 
Meanwhile, you think oppositely; the Japanese are racist in general. I assume that 
was why you took my study in the wrong way. You look for pieces of evidence to 
support your idea all the time, so for your eyes, even my research is one of them. 
 
I sincerely give you the advice to look the Japanese society differently without 
prejudice. According to the website, you are a graduate of the prestigious Harvard 
University. You spent your early career in the US. I am sure you have had many 
unpleasant experiences of being discriminated. Some of them might be brutal 
ones with violence. 
 
Now you have a position at Gifu University, teaching anthropology to Japanese 
students. You have been living in Japan for more than 30 years. I wonder how 
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many times you have experienced similar brutal incidents against you in Japan. I 
assume none or only a few. 
 
What do you think makes the difference between the two societies, the US and 
Japan? The answer is simple: There was a long tragic history of slavery, 
discrimination, brutal confrontation, and cumulated hatred of blacks in the US, 
but none of the similar historical facts in Japan.  
 
Yes, the Japanese have a similar unpleasant history of treating Korean people in 
the early 20th Century. The hatred against each other has not been fully resolved 
yet, even after 70 years now. However, I am somewhat optimistic about this issue. 
It will be remedied eventually, as it has been improving years by years or 
generations by generations. The confrontation between Japanese and Koreans has 
been with much less magnitude than that of whites and blacks. The latter lasted 
much longer and much severer degree. Whites once treated blacks as slaves, while 
the Japanese treated Koreans as inferior citizens but not slaves. Most of all, we are 
in the same race; both are Mongoloids. We even admired them and learned from 
them in the ancient eras; Korean people are our elder brothers. Chinese being our 
father. 
 
Let us go back to the white-black confrontation and the difference between the 
US and Japan concerning the conflict's presence and absence. As above, the 
crucial difference between the US and Japan is the history of blacks' status.  
 
Based on this viewpoint, if one adequately finds Japanese society is not racist 
against blacks because there was no unfortunate history between them, it will shed 
light on the possible solution to the US's confrontation. On the other hand, if one 
thinks that the Japanese are also racist against blacks despite the absence of the 
corresponding history, it will lead to unhappy conclusions.  
Racial discrimination is contagious; the Japanese have put on the prejudice 
through the Western cultures. Or, much worse one. Blacks are deemed to be 
discriminated against in every society; even people without having experienced 
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the black slavery history hate blacks. 
 
I honestly expect you to advocate for speaking the reality of the peaceful 
relationship between Japanese and blacks in Japan. The Japanese society is the 
proof of the nature of human gentleness; without a tragic history, human beings 
are naturally friendly to each other. In other words, the hatred against blacks in 
the US is only a sequela of the long, unfortunate history. It takes time to heal the 
sequela; it may take a hundred years or even more. However, we will make 
progress through making another long history of good relationships between 
whites and blacks. And it is the only way to solve the problem. 
 
 
Best regards, 
Kazuo Mori, Ph.D. 
Matsumoto University 
 
DeepL による日本語訳（すごい！！）赤字のみ守が修正 

 
ラッセル教授へ。 
 
あなたの回答にはとてもがっかりしました。あなたは⾃分の意⾒を論⽂に掲載
することには問題を感じていないのに、⾃分の議論の⽋点を隠したがっていま
す。私はあなたを⾒下さなければならないと思います。あなたが記事に書いたこ
とを訂正するまで、私はこの問題を解決するための別の⽅法を探します。 
 
あなたが許可していないので、私はあなたの回答を公開しません。あなたの学⽣
は、⾃分の指導教員が⾃分の専⾨分野に関するオープンな議論から逃げたこと
を知れば、恥ずかしいと思うでしょう。⽇本で⼈種問題をオープンに議論する絶
好の機会だったはずです。あなたは、⽇本の教授の地位に⽢んじながら⿊⼈を代
弁しているだけで、本気で⼈種差別問題を解決しようとはしていません。⼈種問
題を解決したら、あなたは "ビジネス"を失うことになるから。そうでしょう？ 
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ご存知のように、私はかつて『ちびくろさんぼ』の告発に反対する活動をしたこ
とがあります。それ以来、私は⽇本⼈を⼈種差別的でないと考えています。もち
ろん、どんな社会にもレイシストはいますし、あなたが最初の著書『⽇本⼈の⿊
⼈観』で指摘したとおりです。しかし、私は⽇本⼈は全体として⼈種差別的でな
いと考えています。（⽇韓の問題については後述します）。 
 
⼀⽅、あなたは逆に、⽇本⼈は全体的に⼈種差別的だと考えています。そのため、
私の研究を誤解していたのではないでしょうか。あなたは⾃分の考えを裏付け
る証拠を常に探しているので、あなたの⽬には私の研究でさえもそうした証拠
の⼀つに映るのでしょう。 
 
偏⾒を持たずに、⽇本社会を別の⾓度から⾒てみてはどうか、と⼼からアドバイ
スします。ホームページによると、あなたは名⾨ハーバード⼤学を卒業されたそ
うですね。初期のキャリアをアメリカで過ごされました。差別されて嫌な思いを
したこともあるでしょう。中には暴⼒を伴う残酷なものもあったかもしれませ
ん。 
 
現在、あなたは岐⾩⼤学で⽇本⼈学⽣に⼈類学を教える⽴場にあります。⽇本に
住んで 30 年以上になりますね。⽇本で⾃分に対する同じような残忍な事件を何
度も経験したりしましたか。ないか、数えるほどしかないと思います。 
 
アメリカと⽇本、この 2 つの社会の違いは何だと思いますか？答えは簡単です。
アメリカには⿊⼈に対する奴隷制、差別、残忍な対⽴、そして蓄積された憎しみ
という⻑い悲劇の歴史がありましたが、⽇本にはそのような歴史的事実はあり
ません。 
 
そう、⽇本⼈にも 20 世紀初頭に韓国⼈を扱った同様の不愉快な歴史があります。
互いの憎しみは、70 年経った今でも完全には解消されていません。しかし、私
はこの問題についてやや楽観的です。年々、あるいは何世代にもわたって改善さ
れてきたように、いずれは改善されるでしょう。⽇本⼈と韓国⼈の対⽴は、⽩⼈
と⿊⼈の対⽴に⽐べてはるかに規模が⼩さいからです。後者は、はるかに⻑く、
はるかに厳しい度合いで続きました。⽩⼈はかつて⿊⼈を奴隷として扱ってい



 
March 16, 2021 

ましたが、⽇本⼈は韓国⼈を劣等な市⺠として扱ったものの奴隷としてではあ
りません。何よりも、私たちは同じ⼈種であり、どちらもモンゴロイドです。古
代には彼らを尊敬し、彼らから学んだこともありました。彼らは私たちのお兄さ
んです。そして、中国⼈は私たちの⽗です。 
 
ここで、⽩⼈と⿊⼈の対⽴と、その有無をめぐる⽇⽶の違いに話を戻しましょ
う。先に述べたように、⽇⽶の決定的な違いは、⿊⼈の地位の歴史です。 
 
このような観点から、⽇本社会が⿊⼈に対して差別的でないのは、両者の間に不
幸な歴史がなかったからだと考えるのが妥当だとすれば、⽶国の対⽴に対する
解決策の可能性を⽰唆することになります。逆に、不幸な歴史がないにもかかわ
らず、⽇本⼈も⿊⼈に対して⼈種差別的であると考えれば、不幸な結論を導くこ
とになるでしょう。⼈種差別は伝染する。⽇本⼈は⻄洋⽂化を通して偏⾒を⾝に
つけてしまったのだというものです。あるいは、もっとひどいものにもなりま
す。⿊⼈はどの社会でも差別されるもので、⿊⼈奴隷の歴史を経験していない⼈
でも⿊⼈を憎むのだというものです。 
 
あなたには、⽇本における⽇本⼈と⿊⼈の平和な関係の現実を語ることを、本⼼
から期待しています。⽇本の社会は、⼈間の優しさの本質を証明するものであ
り、悲惨な歴史がなければ、⼈間は⾃然にお互いに友好的になるものです。つま
り、アメリカの⿊⼈に対する憎しみは、⻑い不幸な歴史の後遺症に過ぎないので
す。その後遺症を癒すには、100 年、あるいはそれ以上の時間がかかるかもしれ
ません。しかし、今度は⽩⼈と⿊⼈の良好な関係の⻑い歴史を作っていくことで
差別は改善していくのです。そして、それが問題を解決する唯⼀の⽅法なので
す。 
 
よろしくお願いします。 
守 ⼀雄（博⼠） 
松本⼤学 
 
www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳しました。 


