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ファイヤアーベントと自由―― “anything goes” の意味 

 

山口尚 

 

 

 

 

「私たち」（このノートの文脈におけるこの句の外延の如何は大問題だが）は、少なくと

も普段は、科学の進展のうちに価値を見出す視点に立って生きている。P・K・ファイヤア

ーベントは、こうした視点の外部に軸足を置いて、「科学」と呼ばれる人間の営みを考察す

る。こうした前提の違いから、私たちはファイヤアーベントの立場を「極端」と形容しがち

である。逆から言えば、彼の見方を自らに「内化（internalize）」するためには（すなわちそ

れを理解するためには）、多くの論者がそもそも共有しないところの彼の基本姿勢を体得せ

ねばならない。ファイヤアーペントの立場は、一歩離れた地点からは、受け入れがたい何か

にしか見えない。 

以下において私は、《ファイヤアーベントは全体として正しい事柄を述べている》という

作業仮説のもとで、彼の「科学論」がどのようなものかを再‐紹介する。ファイヤアーベン

トにすでに関心をもっている誰かの心に響くならば、それをもって成果としたい。 

 紹介を開始する前に、上の作業仮説についてコメントをひとつ。《ファイヤアーベントは

真なことを述べている》という前提を仮説とする、ということは、彼の作品の重要性を抽出

する際に私は必ずしも客観的真理（the Truth）を重視しない、ということを意味する。思う

に、彼の作品の価値はその「政治的」効果にある。それゆえ彼を（狭い意味の）理論家と捉

える見方、例えば〈科学の方法論について考察し “anything goes” こそが方法的原理だと主

張した理論家〉と捉える見方については、「ズレている」と言わざるをえない。ファイヤア

ーベントを特定の思想の提唱者と見る限り、彼の哲学の真価は捉えられない（注１）。 

以上を前置きとして、ここからは、《ファイヤアーベントはまともなことを、あるいは少

なくとも理解可能なことを、言っている》という印象を得やすくする道を舗装しながら、彼

の「科学論」を紹介していきたい（彼の立場は、最終的に、〈科学論でない科学論〉として

姿を現すのだが）。 

 

まずファイヤアーベントが根本的に大事にしていることを指摘しよう。なぜなら彼に関

する諸々の誤解はこの点の看過から生じると思われるからである。 

ファイヤアーベントの根本関心は何か。それは、各人が各人の選択で自らの生き方を選ぶ

ことができる、という自由なユートピアへの希望である。彼の公的活動（ここには言説活動

も含まれる）はすべて、かかるユートピアの実現するための政治的行為である。実に、かか

るユートピアの実現のために必要だと判断されるならば、彼は〈不条理なことを言う〉・〈業
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界の作法に反する書き方をする〉・〈権威に無礼を働く〉なども敢えて実行する。ファイヤア

ーベントの「極端な」科学論は、こうした政治活動の一環として理解されるべきである。実

に、まともな大人であっても、政治的文脈において一定の条件が揃えば、罵声を上げたり中

指を立てたりする。「下品なことを口にするのはいつだって間違っている」と本気で主張す

るひとは、政治をまったく理解していないか、偏った政治的立場を採っているかのいずれか

である。ファイヤアーベントの下品さは彼の高邁な政治的理想の結果である。 

ファイヤアーベントの「自由社会」への志向は彼の著作の題名 Science in a Free Societyに

も見出されうるが、いくつか引用しておこう。彼の言説の真骨頂のひとつはその教育論に現

れる。 

 

［…］どんなことがあっても、ただ一つ、避けねばならないことがある。特定の問題、特

定の職業を規定するような特定の基準が一般教育のなかに滲透してしまうことは許され

ないし、まして、「教育の高い人間」というものを定義する基準となることも許されない。

一般教育は、いろいろな基準のなかから市民として選びとるための準備となるべきもの

であり、さまざまな基準の下にあるさまざまな集団を内に蔵する社会のなかで市民とし

て自らの道を見つけるための準備となるべきものであって、ある特定の集団の基準に合

うように組まれて、教育を受ける人間の心をその方向にねじ曲げることがあってはなら

ないのである。（村上＋渡辺訳『方法への挑戦』、新曜社、299頁） 

 

ここでは〈市民の自由の阻害を帰結する教育の仕方〉が批判されている。より具体的には、

ファイヤアーベントは、いわば〈科学的合理性を、唯一無二の合理性とまつりあげる態度〉

を、一般教育を通じて自由人の育成を妨げかねないとして非難している。科学はダメだ、と

言っているわけではない、という点には注意である。むしろ彼が言いたいのは《科学を市民

社会において取り扱う際には、この種のリスクを気にしなければならない》ということであ

る。たしかに、彼の懸念は杞憂に過ぎないのではないか、は議論の余地のある問いである。

とはいえまず押さえるべきは次である。それは、彼の「極端な」科学論が上記のリスクに対

する懸念と連関している、という点である。ファイヤアーベントが科学を相対化しようとす

る（後述）のは、私たちの生き方の選択肢を切り詰めないためである。 

では教育はどのように行なわれるべきか。これに関する提案は分かりやすい。 

 

いろいろな基準が考慮の下に置かれ、それらが議論されることはよいだろう。子供たちは

何らかのより大切と思われる科目で熟達するようすすめられるのもよいだろう。ただそ

れは、一つのゲームで熟達するのと同じであって、それにすっかりかかりっきりになった

り、あるいは、それ以外のゲームをやることのできるような能力を、子供の心から奪い去

ってしまうようであってはいけない。（『方法への挑戦』、299-300頁） 
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要するに、これは「ザ・真理（the Truth）」だ、と信じ込ませるような仕方で教えるのではな

く、これは「ア・真理（a truth）」だ、と気づかせうる仕方で教えるべきだ、ということであ

る。思うに、かかる「反‐絶対主義的」教育を具体的にどう実践するか、は難問含みである

（なぜなら、何かを「ア・真理」と見なしうるためには、それに先立ちいろいろなことを信

じていなければならないだろうから）。とはいえファイヤアーベントの提案――すなわち、

「ザ・真理」と信じ込ませるな、という提案――の重要性は否定できない。たしかに《現実

の義務教育の範囲内でどれだけ実現可能か》は難しい問題だが、〈絶対主義から距離をとる

こと〉は教育の目標として相当の価値をもつ。実際、かかる理念を具えた教育が成功するな

らば、その結果、「最初から決定された結論ではなく選択肢についての十分な知識に基づく、

自らの意図的な決定の結果として行なわれた選択」が為されうる〈自由な社会〉が実現する

だろう（『方法への挑戦』、300頁）。 

要点を繰り返せば、各人が自らの判断で自分の生き方を選ぶことができるような「自由な」

ユートピアの実現に寄与することこそが、ファイヤアーベントの究極的関心である。それゆ

え彼の「過激な」発言――例えば「科学は本質的にアナーキスト的な営為である」（『方法へ

の挑戦』、1 頁）や「しかしヴードゥーはまだ十分に理解されていないとはいえ、確かな実

質的基盤をもっており、その諸々の表現の研究は、われわれの生理学の知識を豊かにし、そ

して多分改編することにさえ役立てることができるのである」（『方法への挑戦、47 頁』な

どの発言――もまた、かかる政治的関心との連関において理解されねばならない。繰り返し

強調するが、彼の行なっているのは政治活動であって、第一義的に「真理の探究」と見なさ

れるべきものではない（それゆえ、彼の述べる「命題」の真偽に焦点を合わせては、彼の言

説活動の眼目を捉え損ねる）。ファイヤアーベントに特定の理論的テーゼを帰すことは誤解

の元である。 

同じポイントを別の角度から敷衍しよう。ファイヤアーベントの著作を理解しようとす

る際には（すなわちたんに反論することなどを目指さない場合には）、彼の「哲学」理解の

特徴を押さえることが肝要である。ファイヤアーベントは哲学を〈特定の思想を真なるもの

として擁護すること〉と見なしてはいない。この点はポパーのいわゆる批判的合理主義に対

する彼の批判のうちに見出せる。ある対話篇の登場人物（ファイヤアーベントの代弁者）曰

く、 

 

批判的合理主義ってのは、とてつもなく面白くて、自由と独立を求める人を助け、そうし

た人々の最善のものを引き出してくれる、そんな運動の一部をなしていることになるか

しら。僕に見えているのは、まるで違う。硬直したスタイルでものを書き、わずかな決ま

り文句をうんざりするほど繰り返すしか能がなく、近真度とか内容蓄積だとかいう知的

化け物に少しずつ改良を加えることだけにいそしむ、そんな知識人の連中なんだがな。そ

の徒は、自分が出逢う反対意見の質によって、恐れ戦くか、いやらしくなるか、どっちに

せよイマジネーションのかけらもない。連中が批判するなんてとんでもない、連中は、い



4 

 

ろいろな意見をバランスよく比較する方法が見いだせない、標準的な話し方にこだわっ

て自分に合わないものは何でも拒否してしまう。一旦話題が馴染みのないものになり、自

分の定型的判断からはみ出すと、たちまち、見慣れない服を着た主人に出逢った犬みたい

に、途方にくれちまう。（村上訳『知についての三つの対話』、ちくま学芸文庫、169 頁） 

 

ここでは、特定の理論的立場を採るために精神の自由を失ったひととして、批判的合理主義

者が批判されている。ファイヤアーベントによれば、「近真度」や「内容蓄積」などの専門

用語を軸に思索する科学論者は「標準的な話し方にこだわって自分に合わないものは何で

も拒否してしまう」という狭隘な状態に陥っている。これではダメだ、ということである。 

では理想の哲学者像は何か。ファイヤアーベントにとってそれは、ひとつに、ドイツの思

想家・作家であるレッシングの生き方である。曰く、 

 

例えばレッシング、彼も合理主義者だった、しかし何という違いだろう。彼は合理主義が

持っている思想への危険な影響力をちゃんと知っていたから、自分がその学派の創始者

の一人になることを拒否した（同じように、初期の医者たちは、自分の属する学派の原理

に固執することで、自分の治療者としての効率を減殺されるのを嫌って、「学派」などで

はなく、どの方向にでも進むことのできる「流れ」の一部として自分を位置づけた）。レ

ッシングは学問の党派の持つ制約的な力を熟知していたから、教授職も断った。孤独と餓

えに晒されても、レッシングは「雀のように自由」であることを望んだ。「哲学」なるも

のが一つの思想体系である限り、それは自分の自由な発想を妨げる働きしかしないこと

に気づいていたから、彼は、議論の対象となる事例によって議論の仕方を決めるように

（決してその逆ではなく）配慮した。レッシングにとって、合理性とは、解放の道具のこ

とであり、絶えず再構築を繰り返すべきものだった。［…］ 

 レッシングの哲学は、一つの生き方だった。（『知についての三つの対話』、170-172頁） 

 

ここで言われているようにファイヤアーベントにとって哲学とは、個別的な理論的命題を

奉ずることではなく、むしろ人間の全体的な生き方であり姿勢である。そして彼自身もまた、

その実人生において、この哲学観を生きる。すなわちファイヤアーベント自身も、哲学を〈生

き方〉と見なし、自由社会の実現へ貢献する姿勢を自らの哲学としている。いったんまとめ

れば次のように言える。ファイヤアーベントにとって哲学は、理論的命題／主義／教条では

なく、政治的態度／姿勢／生き方だ、と。それゆえ、彼に特定の理論的テーゼを帰す場合、

その理解はどうあってもズレたものにならざるをえない。 

こうした点を押さえることはたいへん重要だ、と言いたい。次にこの点を説明する。 

ファイヤアーベントの哲学は、ある種の生き方であり、政治的活動だ――この点を押さえ

る場合に判明することは、第一に、次である。それは、ファイヤアーベントを読む際には個々

の文言の内容に拘泥してはならない、という点。むしろ〈文言に通底する精神〉に目を向け
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ねばならないだろう。例えば次の対話を読んで頂きたい（解釈の助けとして、さしあたり「B」

をファイヤアーベントの代弁者、「A」を反論者と読まれたい）。 

 

B ［…］科学や科学的発見が僕らにとって重要に見えるのは、専ら、それを重要と考え

るように条件づけられているからであって、つまり…… 

A ちょっと待った。もうそこで僕には反論がある。月面上を人類が歩けたという事実に

感銘を受けるのが条件付けだなんて、僕は全然思わないね。 

B おやおや、まるでそりゃ違うな。考えてもごらんよ、預言者や初期キリスト教徒、あ

るいは極く普通のドゴン族の人なんかは、自分たちが世界の創造主と直接話ができるん

だから、二人の人間が乾いた岩の上をよちよち歩きしているのを見せられたからって、ど

れだけ感銘を受けると思うんだい。あるいはグノーシス派の人、ヘルメス主義者、あるい

はラビ・アキバといったような人なら、自分の魂に命じて、自分の身体を離れさせ、月な

どははるか超えて、幾層もの天球のはるか彼方、壮麗な神の宮殿で直接神に会わせること

さえできるんだよ。それがさ、とてつもない大袈裟な機械を使い、何千という人の助けを

借りて、何年も何年も準備をした挙句に、やれたことといったら……彼らなら大笑いさ、

一ヶ所でなんともぶきっちょにしかも具合悪そうにちょっと飛び跳ねるだけなんて。

（『知についての三つの対話』、180-181 頁） 

 

注意すべきは次である。《この文章において行なわれていることは、B の言葉が表現する命

題を主張することだ》と考えるならば、ファイヤアーベントの言葉をまともな仕方で解釈す

ることはできない、と。むしろ――先に述べたように――文言の精神こそが取り出されねば

ならない。引用の文脈においては、実に、〈私たち自身を相対化すること〉が目指されてい

る。すなわちファイヤアーベントは、何に感銘を受けるかは伝統に依存する、と指摘するこ

とによって、「科学的発展」と私たちが呼ぶものを素晴らしいものと見なす私たちの価値観

の絶対性を切り崩そうとしている、ということである。これは、究極的には、自由社会の構

築を目指す彼の政治的行為の一環だと言える。 

以上に加えて――ここまでの話と関連するが――二番目に判明する点は次である。ファ

イヤアーベントの科学論は、科学の発展を是とする価値観のもとで展開されるものではな

い（むしろ彼は自由の増大にこそ価値を見出す）。この点を押さえることは、彼の有名な 

“anything goes” の理解にも関わる。説明すれば以下である。 

ファイヤアーベントはしばしば次のように誤解される。「ニュートン → アインシュタイ

ン」などと進むような科学の発展のためには “anything goes” を方法的原理とすべきだ、と

彼は主張したのだ、と。かかる誤解の根は、この哲学者の究極的関心の看過にある。彼の 

“anything goes” という発言もまた自由社会を目指す彼の政治的姿勢との連関で理解されね

ばならない。 

ではファイヤアーベントの「科学は本質的にアナーキスト的な営為である」（『方法への挑
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戦』、1 頁）という言葉はどのように理解されるべきか。ポイントは、自由社会においては

個々人が「科学の発展」なる句の解釈を選ぶ自由がある、という点である。特定の人物が他

者に《何が科学の発展か》に関する考えを押しつける、というのは理想的な状態でない。む

しろ、科学における「進歩」・「進展」・「改善」が何を意味するかを各人が判断できる、とい

う社会の方がより自由である。そしてかかる意味における「科学の発展」をできる限り阻害

しないやり方としては “anything goes” しかないだろう――これがファイヤアーベントの言

いたいことである。 

関連する文章を引いておこう。 

 

［…］私は「進歩」、「進展」、「改善」等々という言葉をたびたび用いてはいるが、しかし

私は科学において何が良く、何が悪いのかということについて特別な知識をもっている

と主張するつもりではないし、またその知識を読者に押しつけたいという下心をもって

いるのでもない。誰もがそのような言葉を自分自身の流儀で読んで良いのだし、したがっ

て各自が属する伝統に調和するように読んでかまわない。だから経験主義者にとっては、

基礎的諸仮定の大半について直接の経験的テストを提供するような理論へ移行すること

が「進歩」となるであろう。量子論はこの種の理論であると信じている人々がいる。他の

人々にとっては、あるいは経験的妥当性においては犠牲を払ってでも、統一と調和とを獲

得することが「進歩」であるかもしれない。アインシュタインは一般相対性理論をそのよ

うなものと考えていた。そして私の論点は、アナーキズムは、人がどのような意味で選ぼ

うとあらゆる意味での進歩を遂げるのを助けるということである。［…］ 

 そういうわけで、固定した方法の、あるいは合理性の固定的理論の観念は、人間とその

社会的環境についての、あまりにも素朴な考え方に依存しているということが明らかな

のである。［…］あらゆる状況において、また人類の発展のあらゆる段階において、擁護

することのできる原理といえば、そのようなものはたった一つしかない［…］。すなわち

この原理である。anything goes（なんでもかまわない）。（『方法への挑戦』、17-18 頁） 

 

ちなみに引用においてファイヤアーベントは ‟anything goes“ を「原理」と読んでいるが、

例によって、これを文字通り受け取ってはならない。この点は彼自身が注意している（注２）。

同様に、引用においては「固定した方法」を「人間とその社会的環境についての、あまりに

も素朴な考え方に依存している」という点で批判しているが、これも素朴に受け取ってはな

らない。これは政治的発言である。そしてこのように発言することの究極的意図は〈社会に

おける自由の増大〉にある――こう考えた方が彼をよりよく理解できるだろう。 

さらに（すなわち第三に）明らかになる点がある。それは、ファイヤアーベントとかみ合

った議論をするためには、彼の政治的関心についての適切な理解が必要である、という点。

もちろん、必ずしも彼とかみ合った議論をする義務はなく、切って捨てるような扱いをする

という選択肢もあるだろう。とはいえ、仮に彼とまともな対話をしたいと望むのであれば、
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自由社会に対する彼の政治的志向に留意しないわけにはいかない。なぜなら、さもなくば、

彼の方で「理解力のない奴だ」と切って捨ててくるだろうからである（この点は注１も参照

されたい）。思うに、ファイヤアーベントの著作の検討は、彼の理想とする〈自由社会〉の

あり方や価値に関する吟味を含む。この意味で、彼を論じることは「政治哲学的な」作業に

なるだろう。かくして線引き問題などを扱う文脈でファイヤアーベントに言及する際には

注意が必要である。なぜなら、そうした文脈においては、彼の「本丸」――すなわち政治的

関心――が看過されがちだからである。 

 

さて――徐々に本ノートのまとめに向かうが――重要な点をあらためて強調させて頂きた

い。しばしば、ファイヤアーベントは科学を「相対化」する、と言われたりする。これは決

して間違った言い方ではない。とはいえ、このように述べる際には、《なぜ相対化するのか》

や《ここでの「相対化」の意味は何か》をキチンと押さえる必要がある。彼は、言ってみれ

ば、科学を諸々の社会的価値のうちのひとつにすぎないものとして相対化する。彼の「過激

な」科学批判はこの文脈で理解されねばならない。曰く、 

 

人間が自由に結びついた場合、必ず、その成員の虚像を大切にし、それに組織としての支

持を与えなければならない。「合理性」の虚像は、科学者の組織が政治的な要求に反発す

る場合にはとりわけ強大になる。そういう場合、ある基準の集合が、別の基準の集合に対

決する形で設定される――そのこと自体は全く正当だと私も思う。組織なり、政党なり、

宗教団体なりは、それぞれ自身の特別な生存形態とその内部に含まれるすべての価値基

準とを守る権利を有する。しかし科学はそこにとどまらない。唯一真なる宗教の擁護者の

ように、科学者は、自らの基準が真理に到達するのに、あるいは唯一なる結果を得るのに、

本質的に必要であると密かに主張し、また、政治家の要請に対してはそうした唯一性の権

威を認めようとはしない。とくに科学者は、政治的な干渉に反対する。そして、彼らは異

口同音に、聴衆や読者に対して、あのルィセンコ事件のひどい結果を憶い出させようとし

てやっきになるのである。（『方法への挑戦』、297 頁） 

 

引用中の「とくに科学者は、政治的な干渉に反対する」という文の意図は、決して《科学者

の活動を政治家のコントロールの下に置け！》と要求することではなく（これは引用の前半

からも示唆される）、むしろ《科学者がもちうる絶対主義的な態度は放棄されるべきだ》と

提案することである。ファイヤアーベントは、科学が社会において或る種の宗教に変化して

しまうリスクを具えると考えるからこそ、科学を積極的に批判する。決して、科学憎し、と

いうわけでも、露悪趣味の表現、というわけでも、《科学は非合理だ》と糾弾したいわけで

もないのである。 

ファイヤアーベントを本ノートのような仕方で理解することの意義を、追加的な角度か

ら説明することは、ここまで読まれた方にとって有益かもしれない。以下、この点について。 
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 例えばパトナムは、『理性・真理・歴史』（野本他訳、法政大学出版局）において、ファイ

ヤアーベントをいわゆる「共約不可能性のテーゼ」の提唱者として批判する。これは、「別

の文化で用いられる名辞、例えば、十七世紀の科学者が用いた「温度」という名辞は、われ

われが所有するどんな名辞や表現とも、意味や指示の点で同一視されない、というテーゼ」

である（170 頁）。そしてパトナムは、もしこのテーゼが真であれば、異なる文化の言語の

間の翻訳は不可能になる（だがこれは不条理だ）、などと論じる。 

まず注意すべきは次の点である。以上のような批判においてパトナムは、言明の政治的効

果ではなく、命題内容の真偽に拘っている――この点で彼はファイヤアーベントの意を酌

んでいない。問題は、パトナムが妥当でない論証を提示している、ということではなく、フ

ァイヤアーベントを浅薄に理解している、という点である。実に、パトナムのするような理

解に対して、ファイヤアーベントは以下のような文章を書いている。 

 

A ［…］君は新しい哲学的概念を提出したね、共約不可能性という概念…… 

B ええと、僕はそれが積極的な貢献だとは全然考えないけど。僕がやりたかったことは、

説明と還元に関して当時人気のあった、しかし僕にはどうしても間違っているとしか思

えない見解を批判することだったんだ。この見解を批判するに当たって、僕は、それによ

ってうまく扱えないような科学上の変化の特性を指摘し、それに「共約不可能性」と名を

付けた。僕に関する限り、共約不可能性は科学にとっても、あるいは、この問題にとって

も、困難とは考えていない。もし困難になるとすれば、それは、非常に幼稚な哲学的理論

にとってだけじゃないか。そして、そうした理論は、ある種の「合理性」の本質的な要素

だと考えられていたから、そうした「合理性」にとっても困難になるとは思うけどね。と

ころがこの共約不可能性が、あらゆる「創造的」な思考の深遠な性質の一つへと拡張解釈

され、文化と科学の学派との間にある理解の欠如に対してもやはり深遠な理由を与える

ものとして扱われるようになった。僕の目から見ればそれはナンセンスだ。［例えば何ら

かの状況で次のような］誤解があると［仮定］する。それは、人々が異なった習慣を持っ

ているとき、異なった言語を話すときに起こるものだ。僕が共約不可能性と呼ぶ現象は、

こうした誤解の極く小さな部分の説明となるだけだ。それを、科学におけるあらゆる問題

に責任があり、あるいは世界全体にも責任があるような一大怪物に仕立て上げるのは、幼

稚なだけじゃなくて、むしろまぎれもなく犯罪だよ。［…］何故犯罪的かと言えば、困難

を強調し、困難によってかかってしまい、困難から離脱しようとする代わりに困難につい

ての理論をでっち上げるからだ。異なった文化は、今や、擦れ違ってしか語り合えない運

命にあるということになっちまったみたいだね。（『知についての三つの対話』、304-305頁） 

 

抽象的な部分があるが、その点は注で上げる予想的解釈でご容赦下さい（注３）。その点は

措くとして、ファイヤアーベントが言いたいのは、「共約不可能性」の概念を取り上げる際

には、《それがどのような文脈で導入されたのか》を忘れるべきでない、ということだろう。
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よりざっくばらんに言えば、「俺を、勝手に、普遍的テーゼの提唱者にするな」ということ

である。ちなみに、上の長々した文章の後で、次が続く。 

 

A やれやれ長広舌だったねえ。結局僕に分かったことと言えば、あっちへ行ったりこっ

ちへ行ったりさんざ時間を潰して、君には整合的な哲学はないってことだったんだね。 

B その通り、僕には哲学はない。哲学を、一連の原理とその応用だと言うんならね、あ

るいは普遍の基本的な姿勢だと言うんならね。別の意味でなら僕にだって哲学はあるよ。

僕は世界観を持っている、もっともそれを言葉で全部言ってみろと言われてもできない

けどね。それとぶつかるときが起きたときに、自ら現れてくるものだと言ったらよいか。

しかもそれは変わることがあるし、理論じゃなくて姿勢なんだよ。まあ「理論」という言

葉に内容が一律不変ではない物語という意味を持たせれば別だけど。（『知についての三

つの対話』、305-306 頁） 

 

『理性・真理・歴史』におけるパトナムは――いわゆる「転向後」であるにもかかわらず！

――ファイヤアーベントの言葉にこうした哲学観、すなわち〈生き方〉としての哲学という

見方、を読み込んでいない。その結果、パトナムの議論が妥当か否か以前に、彼のファイヤ

アーベント解釈は浅薄にならざるをえない。これは、ファイヤアーベントの良いところを看

過する点で、「もったいない」と言える。 

まとめよう。ファイヤアーベントは「極端だ」や「過激だ」と評価されがちだが、こうし

た価値づけはしばしば彼の政治的関心を無視したうえで行なわれる。例えばたったいま紹

介したパトナムは、かかる関心へ言及することなしに、ただ「祈祷治療師の方が、あなたの

苦痛を和らげるのに医者以上のことができる、とファイヤアーベントは主張する」と述べた

うえで「これらの恐ろしいほどラディカルな主張が、ファイヤアーベントがみずからの立場

を「アナーキズム」と呼ぶ理由なのであるが」などと続ける（『理性・真理・歴史』、169 頁）。

これではダメだ、と言いたい。一般的なことを言えば、何らかの思想家の思想を捉えようと

する際には、理解しやすい「キャッチ―な」部分に飛びついてはならない。むしろ全体的姿

勢を見なければならないだろう。 

 

 

 

註 

（注 1）例えばファイヤアーベント自身が次のように書いている点も参照されたい。「「何で

もかまわない」を私の基本原理であるとする誤りは、かなり多くの評中に見られる。アメリ

カ南部出身のある評者などは「私の」知識論を公理化してしまい、「何でもかまわない」を

基本公理にしてしまった。［…］ まあ、こういうことになった責任の一端は私にあることも

認めないわけにはいかない。私としては、当代の科学論者と呼ばれる御連中というのは、新
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しい考えを、少なくとも三回、しかも子供用のことば（つまり命題演算のことば）を使って

説明してさしあげなければ御理解なされないのだということくらい、わきまえておくべき

だったのだろう」（村上＋村上訳『自由人のための知』、新曜社、106 頁）。 

（注 2）“anything goes” について曰く、「この主張がどういう脈絡の中で行われているかと

いうことをどうか忘れないようにしていただきたい。「何でもかまわない」というのは断じ

て、私が御奨励申し上げる新しい方法論の一つにして唯一の「原理」などではない。私はそ

もそもどんな「方法論」を推薦しているわけでもない。それどころか、私の繰り返して言っ

ていることは、方法論的規則ならびに規範の発見、試行、適用などというものはすべて、具

体的な科学的研究の話なのであって、哲学的夢物語とは関係ないということなのである」

（『自由人のための知』、81-82頁）。 

（注３）ファイヤアーベントにおける「共約不可能性」の概念は理論的還元に関するひとつ

の立場に対する批判として導入された、ということだが、この文章は出先で書いているため

キチンと調べることができない（また調べます）。おそらく、ファイヤアーベントが批判し

たい立場においては《還元される側の理論と、還元する側の理論の間に、意味を共有する語

彙が必要となる》とされるが、意味の「全体論的」制約のためにかかる意味共有が存在しな

いような還元もありうる（この意味で「共約不可能」だ）、ということだろう――うる覚え

だが以上のような感じか。 


