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何かを変更する
為、
どこにでも開始

あなたが何かを変えることができた
ら、あなたは何を変えますか？ あなた
は残りの人生で休暇を過ごしますか？ 
化石燃料を気候変動の原因としない
ようにする 倫理的な銀行や政治家に
尋ねる 確かに、あらゆるものをその
ままの形に保ち、異なる結果を期待
するよりも、もっと現実的でないもの
はありません。

私たちの個人的な財政的、感情的
な闘いは、世界的な混乱と災害を反
映しています。 私たちは、これらの火
事を一つずつ捨てようとする時代の
残りの部分を費やすことができまし
たが、彼らは同じ源から生まれまし
た。 断片的な解決策はありません。 
私たちは別の論理に従ってすべてを
再考する必要があります。



すべての異なる制度や仕組みが共
通しているのを見ると、私たちの個
人的な闘争も、私たちよりも大きな
もの、つまり私たちをつなぐものの
一部であることが明らかになりま
す。 この結びつきに基づいて一緒に
なると、すべてが変わります。私たち
の闘争だけでなく、代理店の感覚、
喜びのための能力、私たちの生活
に意味があるという感覚も変わり
ます。 お互いを見つけるために必要
なのは、別の論理に従って行動を開
始することだけです。

何かを変更す
る為、どこにで

も開始
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皮切りに
答える
自分自身に



自由の想像は、まだそのイメージに捕まえている世界が離せられ
ない。 私たちは完全な自己決定を約束されました。私たちの社
会のすべての機関がそれを提供することになっています

あなたが完全な自己決定をしていたら、今何をしていますか？ 
あなたの人生の膨大な可能性を考えましょう。あなたが持つ可能
性のある関係、経験できること、自分の存在に意味を与えること
ができるすべての方法。 あなたが生まれたとき、あなたは何がで
きるかに限界がないようでした。 あなたは純粋な可能性を表し
ました。

通常、私たちはこれを想像するのをやめます。 私たちが恋に
落ちるか、突破口を開くか遠く離れた土地を訪れる最も美しい瞬
間に限り、私たちは私たちの人生の全てを垣間見ることができま
す。

あなたの可能性をどのように満たすことができますか？ あな
たの周りの環境に対してどの程度のレバレッジを持っているので
すか、あるいはあなたの時間をどのように費やしていますか？ あ
なたが指示に従う方法、あなたがどれだけの利益を生み出すか
によってあなたに力を与える経済に基づいてあなたを評価する官
僚制度、「あなたができるすべてである」最良の方法を彼らの権
威に提出することを主張する軍事リクルーターは、これらはあな
た自身の言葉であなたの人生を最大限に活かすことができます
か？

オープンシークレットは、私たちが完全な自己決定権を持って
いるということです。それは私たちに与えられているわけではな
く、最も全体主義的な独裁者でさえもそれを取り除くことができ
ないからです。 しかし、自分たちのために行動し始めると、私た
ちは自由を確保しようとしている施設と葛藤します。
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アナーキは、秩序が強制されていない場合に起こることです。
それは自由です：自分自身と私たちの関係を絶えず改革するプロ
セス。

自由に発生するプロセスや現象（熱帯雨林、お友達のサーク
ル、あなた自身の身体）は、絶えず変化し続ける無秩序な調和で
す。一方、トップダウン制御は、制約や強要によってのみ維持する
ことができる：高校留置室の不安定な規律、農薬や除草剤が無
菌の遺伝子組換えトウモロコシを防御する工場農場、脆弱なヘ
ゲモニー超大国。

アナーキスムは誰もが自己決定を完了する権利があるという
考えです。実際の人間のニーズや欲望よりも法律、政府、意思決
定のプロセスは重要ではありません。人々は自由に相互の満足感
との関係を形作り、彼らが適切と考えるように自分自身のために
立ち上がるべきである。

アナキズムはドグマや青写真ではありません。民主主義のよう
に、それだけが適用された場合、あるいは共産主義のように、遠
く離れた将来に実現されるという目標が達成されていないと、お
そらくうまくいくシステムではありません。それは私たちが今実践
することができる演技と関連の方法です。どのような価値観のシ
ステムや行動序列を参考にしても、それはどのように力を分配す
るのですか？

アナキストはすべての形態の階層に反対しています。通貨は、
いくつかの手に力を集中し、すべての仕組みが、私たちの可能性
から遠ざかります。 閉鎖されたシステムに対して、私たちは私た
ちの前に未知のものを、私たちの中には混乱しているので、私た
ちは自由にできる。
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すべての秩序は、前の秩序に反する犯罪、すなわちそれを解消し
た犯罪に基づいています。 その後、新しい注文は合法的である
と認識されるようになり、人々 はそれを当然受け入れ始める。 米
国の創設犯罪はイングランド王の権威に対する反乱でした。 来
るべき社会の創設犯罪は、もしこの世に生き残れば、今日の法律
や制度を廃止するでしょう。

犯罪のカテゴリーには、社会の限界を超えているすべてのもの
があります。 すべてのシステムは、組み込みや制御が不可能なす
べてのものに悩まされています。 すべての命令には、それ自身の
破壊の種が含まれています。

永遠に続くものはありません。 それは帝国や文明にもあては
まります。 しかし、これを置き換えることができますか？ 私たち
は、人生の分裂を正当で違法、合法、犯罪、支配者、支配者にす
ることを前提としない命令を想像できますか？ 最後の犯罪は何
ができますか？

始めて
答える
自分自身



マネージャーと税務当局は個人的責任について語ることが大好
きです。 しかし、私たちが私たちの行動全般について完全な責
任を負っていれば、最初は指示に従っていますか？

悪意のある人よりも服従によって、より多くの害が歴史を通じ
て行われてきました。 世界のすべての軍隊の武器は、他者に引き
渡す意思の物理的な現れです。 あなたが戦争、大虐殺、または
抑圧に貢献しないことを確かめたいなら、最初のステップは、命
令に従うことをやめることです。

それはあなたの価値にもつながります。 無数の支配者やルー
ルブックは、あなたの疑いのない提出を要求します。 しかし、た
とえあなたが神やドグマにあなたの意思決定の責任を譲り渡し
たいとしても、それはどのようなものになるかあなたはどのように
決めますか？ それと同じように、あなたはそれらの間で選択しな
ければならない人です。 通常、人々 は最もよく知られているか便
利であるかに応じてこの選択をします。

私たちは、私たちの信念と意思決定に不可避的に責任があり
ます。 指揮官や戒めよりも自分自身に答えると、まだ葛藤に陥っ
ているかもしれませんが、少なくとも私たちは自分たちの任務を
遂行し、他人の議題のために不必要に悲劇を癒すわけではあり
ません。
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最後の犯罪



皮切りに権
威じゃなくて、
力を見つける



労働を行う労働者には力があります。 何をするべきかを教える
上司は権限を持っています。 ビルを維持しているテナントには力
があります。 行為の名義人である家主は権限を持っています。 
川には力があります。 ダム許可権限を構築する許可。

力そのものを圧迫するものは何もない。 愛する人をケアし、
自分を守り、紛争を解決し、鍼灸を行い、帆船を操縦し、台車で
揺れ動く力は、多くの種類の力を解放することができます。 他人
の自由を増やすあなたの能力を開発する方法もあります。 完全
な可能性を達成しようとするすべての人は、すべての人に贈り物
を提供します。

一方、他の人に対する権威は、彼らの権力を奪う。 そしてあ
なたが彼らから取ったもの、他の人があなたから取り去るでしょ
う。 権限は常に上記から得られます：

兵士は大統領に答える将軍に服従し、大統領の権限を憲法から引き出
す。 

司祭は、司教、 教皇の司教、 神からの権威を引き出す聖書の教皇に答え
ます。 

従業員は、 顧客にサービスを提供するオーナーに応答し、その権限はド
ルに由来します。 

警察官は、 法律の権限を派生した治安判事が署名した令状を実行し、

人間性、白さ、財産 - これらすべてのピラミッドの頂上に、私た
ちは独裁者、ただ社会的構成要素、人類を催眠する幽霊を見い
だすことさえありません。

この社会では、権力と権威が互いに結びついているため、われ
われはそれをほとんど区別することができません。従順の恩恵の
ためだけに権力を得ることができます。 しかし、自由がなけれ
ば、権力は無価値です。
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れば、彼は尊敬を受けるだけです。お金がなければ、人々は他
人を賄うことができるものではなく、他人の生活に貢献するも
のとして価値があります。利益がなければ、すべての努力はそ
れ自身の報酬でなければならないので、無意味なまたは破壊
的な活動のインセンティブはありません。生涯情熱、友情、寛
大さの中で本当に重要なことは豊富にあります。このラットレ
ースでは、私たちを罠に陥れるほどの希少性を課すために、警
察や財産検査員たちの軍団が必要です 。
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資本主義の基盤は財産権であり、我々は王と貴族から継承した
もう一つの社会的構成物である。所有権の考え方は、土地や資
源へのアクセスにおいて人為的な不均衡を強制するための暴力
の使用を合法化しています。

一部の人々は、その財産は国なしで存在する可能性があると想
像しています。しかし、財産権は中央権力を課す権限がなければ
無意味です。中央権力が存在する限り、あなたのものは本当にあ
りません。あなたが作るお金は、税金とインフレの影響を受ける
州によって課されます。あなたの車のタイトルはDMVによって制
御されます。あなたの家はあなたのものではなく、あなたに住宅
ローンを与えた銀行に属しています。たとえあなたがそれを完全
に所有していても、著名なドメインはいかなる行為よりも優先さ
れます。

私たちにとって重要なことを守るためには何が必要でしょう
か？政府は、彼らが私たちから取ったものによってのみ存在する。
彼らは常に彼らが与えるよりも多くを取るでしょう。市場は私たち
のフェローのために私たちに報酬を与えるだけであり、他の人た
ちは私たちを逃がすためのものです。唯一の本当の保険は私た
ちの社会関係です。私たちの安全を確かなものにするためには、
自分たちを守ることができる相互扶助ネットワークが必要です。

お金や財産権がなければ、物との関係はお互いの関係によって
決まるでしょう。今日、それはまったく逆です。お互いの関係は、物
との関係によって決まります。財産をなくしても、あなたの所有物
を失うことはありません。それは保安官や株式市場の暴落があな
たが依存しているものを取り除くことができないことを意味する
でしょう。官僚主義に答える代わりに、私たちは人間の必要から
始めるでしょう。お互いを活用するのではなく、相互依存の利点を
追求します。

凶悪犯の最悪の恐怖は、財産のない社会です。それがなけ

皮切りに 
信頼に基づいた関係
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権威とは対照的に、信託センターは、それを受け取った人ではな
く、それを与える人の手に力を与えます。 信頼を得た人は権限を
必要としません。 誰かが信頼に値しない場合、彼は確かに権威
に投資すべきではありません！ それでも、政治家やCEOよりも信
頼できる人は誰ですか？

力不均衡が課されなければ、人々はお互いの満足感を争い、
お互いの信頼を得るインセンティブがあります。 階層はこのイン
センティブを取り除き、権限を持つ人が競合を抑制できるように
します。

最高のところでは、友情はお互いの自律性を尊重しながら互い
をサポートし、挑戦する平等な団結です。 これは、 すべての関
係を評価するためのかなり良い基準です。 市民権と違法性、財
産と債務、法人や軍の指揮命令の下で、私たちに今課されている
制約なしに、私たちは自由組合と共済に基づいて関係を再構築す
ることができました。

問題は
プロパティ



金は不平等を実現する理想的な仕組みです。それは抽象的です：
それはすべてを表すことができるようです。それは普遍的です：
他に何も共通していない人は、それを人生の事実として受け入れ
ます。それは非個人的です。遺伝的特権とは異なり、ある人から
別の人に瞬時に移譲することができます。それは流動的です。階
層内での位置の変更が簡単になればなるほど、階層自体がより
安定します。独裁者に反抗する多くの人々は、市場の権威を容易
に受け入れる。

すべての価値が単一の楽器に集中すると、私たちの人生の回
復不可能な瞬間であっても、抽象的な力の計算でトークンにな
り、意味がなくなります。経済的に定量化できないものはすべて
道端にあります。生命は金銭的利益のための争奪戦になります：
それぞれがすべてに対して、売る、または売られます。

利益を上げるためには、他の人と比べて社会の資源をより支
配することを意味します。我々は一度にすべての利益を得ること
はできません。一人が利益を得るためには、比例的に話すこと
で、他の人はレバレッジを失う必要があります。投資家が従業員
の労働に利益を与えると、それは従業員が働くほど、その間の金
銭的ギャップが広がることを意味します。

利益によって推進されるシステムは、富を集中するのと同じペース
で貧困を生み出す。競争のプレッシャーは以前のシステムよりも速く
革新を生みますが、歩行者を一度支配したステルス爆撃機は今や運
転者やホームレスの人々を救います。そして、誰もが自分のために物
事を達成するのではなく、利益を追求しなければならないので、この
すべての労働の結果は悲惨なものになる可能性があります。気候変
動は一連の災害の最新のものであり、最も強力な資本家でさえも停
止するのに無力であった。実際、資本主義は、危機の救済のために
起業家に報いるのではなく、それを現金化するためのものです。
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皮切りに 
個人と全体を調和する
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「あなたの権利は他の人の権利が始まるところで終わります。」
その論理によれば、より多くの人々がいるほど、自由はより少なく
なります。

しかし、自由は人権の小さなバブルではありません。 私たち
は互いに簡単に区別することはできません。 あくびや笑いは伝
染性があります。 熱意と絶望です。 私は、私の舌を巻いてくるク
リシェ、私の頭に捉える歌、私が仲間と契約した気分で構成され
ています。 私は車を運転すると、あなたが呼吸する大気に汚染
物質を放出します。 あなたが医薬品を使用するとき、彼らは誰も
が飲む水にろ過します。 他の人が受け入れるシステムはあなたが
暮らしていなければならないものですが、他の人がそれに挑戦す
るときには、現実を再交渉するチャンスがあります。 あなたの自
由は私が始まるところで始まり、終わりで終わります。

私たちは離散した個人ではありません。 私たちの体は共生し
ている数千の異なる種から成っています。閉鎖された要塞では
なく、栄養素と微生物が絶え間なく通過する進行中のプロセス
です。 私たちは、何千もの種、私たちが吐き出すものを吸うコー
ンフィールドと共生しています。 群れのオオカミやカエルの夕食
は、私たちの体のいずれかと同じように、個体的である。 我々
は、理由のために自己推進する真空で行動しない。 宇宙の潮が
私たちの中を突き進む。

言語は、それを共通に保持するためにのみコミュニケーションを
行います。 アイデアや欲望のためにも同じことが言えます。私た
ちは私たちよりも大きいので、私たちはそれを伝えることができま
す。 私たち一人一人は、逆の力の混乱から成り立っています。その
すべては時間と空間を通って私たちを超えています。 これらのう
ちどれを栽培するかを決めるにあたって、私たちが遭遇するすべて
の人に何を育てるかを決定します。

問題は
利益



自由は所有物でも財産でもない。 それは関係です。 それは
外界から保護されることではなく、可能性を最大限にする方法で
交差することです。 それは、私たち自身のためにコンセンサスを
求めなければならないという意味ではありません。 中央集権的
な力が合意を強制したり、紛争を勝利者全員の競争に変えるこ
とができない限り、紛争とコンセンサスの両方が拡大し、私たち
を尊敬することができます。 しかし、世界を小さな枝に分けるの
ではなく、私たちの相互接続を最大限に活用しましょう。
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権力が集中化されると、人々は自分の運命に影響を与えるた
めに他の人より支配権を獲得しなければなりません。自治のため
の闘争は、政治的権力のためのコンテストに送られます。以前に
平和的に共存していた人々の間の植民地支配国の内戦を目撃し
ましょう。権力を握っている者は、自分の人口や外国人に対する
永続的な戦いをすることによってのみそれを保持することができ
ます。国家警備隊はオークランドから配備されるためにイラクか
ら戻されます。

どこに階層があるかは、電源を一元化するために階層構造が
優先されます。より多くの小切手と残高をシステムに組み込むこ
とは、保護のために保護する必要があることに頼ることを意味し
ます。自らのゲームに吸い込まれることなく当局に力を入れる唯
一の方法は、自律的に行  動できる水平的なネットワークを開発す
ることです。しかし、当局が私たちを真剣に受け入れるように強く
力を入れている場合、私たちは、それがなければ問題を解決する
のに十分強力です。

自由への道はありませんが、自由を通します。すべての代理店
のための単一のボトルネックではなく、我々は力を行使する広範
囲の会場が必要です。合法性の単一通貨ではなく、複数の物語
のためのスペースが必要です。政府固有の強要の代わりに、自律
性を促進する意思決定構造と、支配的な支配者を拘束する自衛
の実践が必要です。



皮切りに
解放
欲望
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政府は権利を約束するが、自由を取ることしかできない。権利の
考え方は、権利を与えて保護する中心的な権限を意味します。し
かし、国家が保証するほど強力なものは何でも、それは取り除く
のに十分強力です。政府が1つの問題を解決する権限を与えるこ
とは、それがより多くの問題を生むための扉を開くだけです。そし
て、政府は薄い空気から電力を作り出すことはありません。それ
は、Rube Goldbergの表現機を使わずにはるかに効果的に使うこ
とができる、彼らの力です。

最も自由な民主主義は、最も独裁的な独裁主義と同じ原則を
共有している：力の使用を独占しようとする構造における権力と
正統性の集中。この構造を運営する官僚が、王、大統領、または
有権者に答えるかどうかは、ポイントの横にあるかどうか。法律、
官僚制、警察は民主主義よりも古い。彼らは独裁政権のように民
主主義で同じように機能します。唯一の違いは、誰が管理してい
るかについて投票できるので、たとえそれが私たちに対して使用さ
れたとしても、それを私たちのものとみなすことです。

独裁政権は本質的に不安定です。あなたは世代全体を虐殺
し、投獄し、洗脳することができ、彼らの子供たちは新たな自由の
ための闘いを発明するでしょう。しかし、すべての人に大多数の意
志を仲間に押しつける機会を与えることを約束し、あなたはお互
いにぴったり合うシステムの背後にあるすべてのものを一緒に得
ることができます。人々が国家の強制的な制度を超えていると考
える影響が大きくなればなるほど、それらの機関はもっと人気が
あります。おそらくこれは、なぜ世界的な民主主義の拡大が、資源
と権力の分配における信じられない不平等と一致するのかを説明
するでしょう。他の政府制度はこのような不安定な状況を安定さ
せることができません。
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この社会で成長しても、私たちの情熱さえも私たちのものではあ
りません。 彼らは市場のトレッドミルで私たちを走らせ続けるた
めに広告や宣伝の他の形で栽培されています。 教訓のおかげ
で、人々は長期的に彼らを悲惨なものにすることに拘束されてい
ることをすることに対して、彼ら自身が非常に満足することがで
きます。 私たちは苦しみに縛られており、私たちの喜びは封印で
す。

本当に自由であるためには、私たちは私たちの欲望を生み出す
プロセスを支える必要があります。 解放は単に今日の欲望を満
たすことを意味するのではなく、可能なことについての感覚を広げ
ることを意味するので、私たちの欲求は、 それは、服従と競争の
仕組みから解放された快楽を追求するために、私たちが執行、支
配、保有する喜びから離れていくことを意味します。 あなたが中
毒を壊したことがあるならば、あなたはあなたの欲望を変えるこ
とが何を意味するのかを知ることができます。

問題は
政府



皮切りに
反乱

リーダーシップは、グループの参加者の過半数が主導権を握った
り、行動を批判的に考えることができない社会的な障害です。私
たちがエージェンシーを人の間の関係ではなく特定の個人の財産
として理解している限り、私たちは常に指導者に依存し、その慈
悲に従います。本当に模範的な指導者は、明らかに腐敗したほど
危険であり、その評判のすべての資質は、リーダーシップそのも
のの正当性だけでなく、自分の地位や他人の尊敬を強化するだ
けです。

警察が抗議に出るとき、彼らの最初の質問は常に「誰が担当で
すか？」 - リーダーシップが集団行動に不可欠ではなく、脆弱性
を提示するからです。 コンキスタドーレスは、彼らがいわゆる新
世界に到着したときに同じ質問をしました。答えがあったときはい
つでも、何世紀にもわたって人口を抑圧するのに苦労しました。指
導者がいる限り、彼は代理、置き換え、または人質にされることが
できます。最高レベルでは、リーダーに応じてアキレス腱がありま
す。最悪の場合には、当局の利益と権力構造を、それに反対する人
々の中に再現する。誰もが自分のアジェンダと自分の代理人の感
覚を持っている方が良いです。

31



19

ビッグトットは、一般的に、システマティックな問題、すなわち
経済主義のためのユダヤ人の資本主義、景気後退のための移
民、政治腐敗のために個々の政治家を責めるように特定のグル
ープを責めている。 しかし問題はシステムそのものです。 誰が
幹を握っても、彼らは同じ力の不均衡と軽度の不平等を生み出
します。 問題は、壊れているのではなく、最初に機能していると
いうことです。

私たちの敵は人間ではなく、お互いから、そして自分自身か
ら、私たちを去らせるような制度やルーチンです。 私たちの間
には私たちの間よりも多くの葛藤があります。 我々の友情と私
たちの心を通って私たちの文明を走る同じ断線が走ります。 こ
れは人々 の間の衝突ではなく、さまざまな種類の関係、異なった
生活様式の間です。 私たちが支配的な順序で私たちの役割を
断ると、私たちはそれらの断線を開いて、他の人たちにも立ち入
りを促します。

最善のことは、支配権を全面的に取り除くことです。詳細を
より公正に管理するのではなく、誰が犯したのか、誰が耐え忍ん
でいるのかを切り分け、システムを改革して安定させることでは
ありません。 抗議の要点は、より正当なルールや支配者を求め
ることではなく、自分の強さで行動し、他の人が同じことをする
ように励まし、当局が干渉しないようにすることである。 これ
は戦争の問題ではなく、軍事的な敵の間のバイナリの紛争では
なく、むしろ伝染性の不服従です。

他人の心と心が変わるのを待って、教育し、議論するだけでは
不十分です。 アイデアが実際に表現されるまで、具体的な選択

問題は
指導者
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あなたはそれを守ることによってのみ力を得ることができます。 
あなたはあなたの興味が彼らに作用することによってのみ学ぶこ
とができます。 世界への影響力を発揮しようとするあらゆる努力
が、代表者の仲介を通じて導かれなければならない、あるいは制
度の議定書に翻訳されなければ、互いに疎外され、自分の可能性
が失われます。 私たちの代理店のすべての側面は、私たちにとっ
て認識不能で敵対的なものとして再現されます。 いつも私たちを
失望させている政治家は、私たちが自分の人生でどれだけの力を
あきらめているかを示すだけです。 警察の暴力は、私たちの近隣
で起こることに対する個人的な責任を避けるという願望の暗い結
果です。

デジタル時代に、すべての人が自分の公開イメージを管理する
ために自分の秘書として継続して働かなければならない時、私た
ちの非常に評判は、吸血鬼のように外部になっています。 私たち
がお互いから隔離されていないと、多くのプロフェッショナルとソ
ーシャル市場で自分たちを売るために競合すると、我々は自分た
ちのイメージで作られたゴールデンカーブをこれらのプロファイ
ルに多くの時間とエネルギーを投資するでしょうか？

私たちは還元できません。 代表者も抽象も私たちのために立
つことはできません。 人口を人口統計や生の経験からデータに
還元する際に、私たちは世界で貴重でユニークなものすべてを見
失います。 存在、即時性、お互いの直接的な接触、私たちの生活
の直接的なコントロール - 代理人または代表者が提供できない
もの - を必要とします。

肢を持つ人々 に直面するまで、会話は抽象的なままです。 ほとん
どの人は理論的な議論から孤立しがちですが、何かが起こってい
るとき、賭け金が高く、反対側の間で有意義な違いが見られると
きは、彼らは立場をとるでしょう。 私たちは全員一致、全世界の
包括的な理解、正確な目的地への道案内、つまり別の道を歩む勇
気を必要としません。



問題は
代理



問題は
コントロール
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外国の軍隊がこの土地に侵入し、木々を伐採し、川に毒を撒き、
子どもたちに彼らに武装しないであろう彼らに忠誠を誓うように
育ませたのであれば、 しかし地方自治体が同じことをしたとき、
愛国者は容易に服従、税金、子供を授けます。

国境は私たちを守るものではなく、私たちを分けています。 最
も民主的な政府でさえ、正当で違法な参加者と外部者の間のこ
の部門に基づいています。 古代アテネでは、有名な民主主義の
発祥地であり、少数の男性だけが政治プロセスに含まれていまし
た。 現代の民主主義の創始者は奴隷を所有していた。 市民権
は、依然として米国内に含まれているものと除外されているもの
との間に障壁を課し、数百万人の文書化されていない住民の生
活を支えています。

自由主義的理想は、すべての世界が一つの広大な民主主義的
プロジェクトに統合されるまで、包摂の枠を拡大することです。 
しかし、不等式は構造自体にコード化されています。 この社会の
すべてのレベルでは、数千の小さな境界が私たちを強力かつ無力
なセキュリティチェックポイント、信用格付け、データベースパス
ワード、価格ブラケットに分けます。 排除を前提としていない、権
力と正統性を集中化していない、ゲーテッド・コミュニティに対す
る共感を隔離していない、所属の形態が必要です。
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あなたが虐待的な関係にあるという兆候は何ですか？ 乱用者
は、あなたの行動を制御したり、あなたの考えを指示しようとす
るかもしれません。 リソースへのアクセスをブロックまたは規制
する。 あなたに対する脅威や暴力を使用する。 一定の監視下で
あなたを依存の位置に保つことができます。

これは、個々の虐待者の行動を記述しますが、IRS、NSA、およ
び私たちの社会を支配する他の多くの機関にも適用されます。 
実際にそれらのすべては、人類が警備され、管理され、管理され
る必要があるという考えに基づいています。

私たちに課された不均衡が大きいほど、それらを保存するた
めにはより多くの制御が必要です。 電源の連続体の一端では、
無人運転は無人機で行われます。ドローンストライク、SWATチー
ム、単独拘束、人種プロファイルです。 もう一方の端では、社会
のインフラストラクチャーに組み込まれた遍在して見えないもの
で、信用格付けと保険料を決定する方程式、統計が収集され都
市計画に変わる方法、出会い系サイトとソーシャルメディアプラッ
トフォームのアーキテクチャです。 NSAは私たちがオンラインで
行っていることを監視しますが、ログイン時に何が表示されるか
を決めるアルゴリズムとして、現実を十分にコントロールすること
はできません。

人生の無限の可能性が1と0でコード化された選択肢の配列に
縮小されると、私たちが生きているシステムと想像できる人生との
間に摩擦はなくなります。なぜなら、私たちは完全な自由を達成す
るからです。その反対を完成させるでしょう。 自由はオプションの
選択を意味するのではなく、質問を定式化することを意味します。

問題は
国境
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不平等を課すための多くの異なるメカニズムが存在する。 裁判
所システムのように、中央の装置に依存するものもあります。 他
の人たちは、善良な男の子のネットワークや性別の役割のよう
に、より非公式に機能することができます。

これらのメカニズムのいくつかは、ほぼ完全に信用できません
でした。 何世紀にもわたって社会のための他の基盤は考えられ
ていませんでしたが、王の神の権利を信じる者はほとんどいませ
ん。 他の人たちはまだ深く飢えているので、人がいなくても人生
を想像することはできません。 財産権のない世界を描くことがで
きるのは誰ですか？ しかし、これらはすべて社会的構造物です。
それは本当のものですが、避けられないものです。 家主やCEO
の存在は、もはや天皇の存在よりも自然、必要、有益ではありま
せん。

これらのメカニズムはすべて一緒に発展し、お互いを補強しま
す。 例えば、人種差別の歴史は、資本主義の歴史からは不可能
です。植民地や奴隷制、労働者を分けた色彩のいずれも考えられ
ず、世界の刑務所やシャンティタウンを誰が占めるかを決定しま
す。 同様に、国家のインフラと社会の他の階層がなければ、個々
の偏見が全身的な白人優位を執行することは決してできない。 
ブラック・プレジデントがこれらの構造を支配することができる
のは、ブラック・プレジデントがそれらを安定させるに過ぎないと
いうことです。ルールを正当化することは例外です。

別の言い方をすると、警察がいる限り、誰が嫌がらせをすると思
いますか？ 刑務所がある限り、あなたは誰がそれらを埋めるだろ
うと思いますか？ 貧困が存在する限り、誰が貧困層になると思い
ますか？ 私たちが階層に基づいて社会で平等を達成できると信じ
ることは、純粋です。 あなたはカードをシャッフルすることができ
ますが、それはまだ同じデッキです。

問題は
階層


