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済のための使用価値」 
 
マルクス自身が「自分達の党にとって科学的な勝利」と呼んだ著作を無視して、社会主義

のための確固とした解決策を前進させることができるであろうか？ 今日われわれのエコ

ノミスト達が、経済学において、直接に資本論と「格闘する」ことなくして、養成される

ことは正しいであろうか？ 
 
カール・マルクスは、エンゲルスへの手紙において、彼の著書『資本論』において最大の

成果は、最初の章から、労働の二重の性格、叙述されているところでは、使用価値と交換

価値を明確にしたことであると認めている1。 
 
使用価値とその社会的重要性は、未来社会（共産主義社会）において、深く考慮されなけ

ればならず、その社会の中では、生産への作用、社会の必要性の満足への作用は、すべて

の人間の生産の本源的な二つの根源、土地と人間を保護することに留意して、総合的な形

で、部分的な形ではなく、われわれの行為のもっとも重要な結果を規定するものである。 
 
資本論においては、確かに、マルクスは、使用価値は専門科学に関係があり、経済学には

関係しないと述べている。マルクスのこの論説は、人間の疎外を探求して経済学に向かっ

て前進するにあたり、こうした極めて重要な「使用価値」という範疇を無視するという意

味で誤解されてきたかもしれない。このテーマは、マルクス主義経済学という科学の内部

で論争をもたらかもしれないのである。 
 
マルクスの理論において、もっとも重要で論理的な点の一つは、労働力の使用価値概念に

与えた役割であった。というのは、そのことによって、資本主義制度の基本的な経済法則

である剰余価値の法則を発見することができたからである。 
 
社会主義のもとでは、労働力の使用価値は、人間の潜在能力を全面的に発展させる社会を

創造することである。 
 
社会主義的所有は、一部の人びとはその能力を発展させることができるが、別な人びとは

能力を発展させることができないということを導いてはならない。このことは、マルクス

が述べたかったことであり、目標は「各人の自由な発展は、万人の自由な発展にかかって

いるようなアソシエーション」であると、彼は、はっきりと断言している。人間の潜在能

力の全面的な発展をともなう社会を創造するためには、多くの物質的、人的資源をこの目

的のために投入し、社会の全員に同じ機会を提供することが不可欠である。このことは、

キューバにおいてなぜ社会的労働者にこれほどの重要性を与えているか、全国のすべての
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基礎行政区で大学教育を学べるようにしているか、医療、教育サービスなどの質を向上さ

せているかを説明するものである。 
 
それぞれの社会は、独自の諸法則体系をもっており、使用価値もまた、この法則体系に属

している。労働力の使用価値は、異なった社会制度においては同じではない。そして、こ

のことは、生産手段、消費手段にとっても言えることである。 
 
必要性の制度は、それぞれの社会によって異なっており、いろいろな法則に従属している。

マルクスが、資本主義において労働力の使用価値は剰余価値を創造することであることを

提起したと同じように、生産手段の使用価値は固定資本を作用させることであり、労働者

階級の使用価値の消費は、労働者にとって非生産的な消費であるが、資本家階級にとって

は生産的な消費であると、正しく提起することができるであろう2。 
 
物神化は、商品に関わるものであり、価値と使用価値にわたるものである。商品は、その

反対物であるが、マルクスは、主に一つの点を強調する。すなわち、価値は、商品の自然

的で非社会的な性質として現れることである。しかし、社会的物質性もまた存在する。す

なわち、これが、マルクスの重要な貢献である。使用価値も、価値も、商品の物質的性質

であり、使用価値は、物質的・自然的性質であり、価値は物質的・社会的性質であるとい

うことである。 
 
人間が疎外されるのは、人間を支配する何か別なものとして労働が人間と対峙するときで

あり、生と死は、商品において物質的に表されるこの社会関係に依存しており、その社会

関係は、商品の物質的・自然的性質として現れるのであり、実際の物質的・社会的性質と

して現れるのではない。 
 
資本主義は、社会的な制度であり、そこでは、様々な商品形態が、見事に表される。資本

主義が発展するにつれて、資本の新たな物神化形態が出現し、人間の労働疎外の程度は、

最高水準にまで達する。 
 
使用価値への接近は、人にとって生死の問題である3。しかし、商品の使用価値を取得でき

るかどうかは、まさに交換価値にかかっている。使用価値は、経済学に関係するかどうか？

もちろん関係する。大いに関係するのである。というのは、使用価値は、人間の間で生産

関係の再生産において必要不可欠な役割を果たすからである。使用価値は、それぞれの生

産関係制度のもとで、社会的には条件づけられている。資本には、使用価値は、交換価値

の物質的な台座として関係しているだけである。それは、手段であり、目的ではない。そ

のことは、今日、なぜ「浪費資本主義」を、われわれが問題にするかということを説明す
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るものである。というのは、急速に消費し、生産物を破壊すればするほど、それだけ市場

が拡大し、資本の利潤が大きくなるからである。 
 
社会的所有の実現は、法的問題を含むけれども、それだけに留まるものではない。所有者

が自分に属するものをどのように消費するかについて決定できるということは、所有の実

質的な実現の一部をなすことでもある。所有の形態は、商品生産の過程のみならず交換、

分配、消費の関係においても、生産者と生産手段を結びつける紐帯の性格を決定する。 
 
この議論の重要点は、人間は自然と結びついて、引き続き自然の一部でなければならない

という均衡と大いに関連しているということである。 
 
すべての人類社会は、生産することと、そうした生産の根源の長期間の維持との間の一定

の均衡を見出さなければならない。フリードリヒ・エンゲルスは、生産に向けられた行為

の最も劣悪な結果を測定する必要性を提起した。さらに、彼は、必要ならば人の生産を規

制しなければならない重要性を認めるに至った。 
 
すべての富の二つの根源（土地と人間）を破壊する危険が、資本制度のもとでも、また我々

が知っている現存社会主義においても、現在存在している。長期にわたる無制限の、無批

判の生産主義は、われわれの生産行為の最悪の結果を考えることなく、部分的に検討する

だけで、無自覚な影響を撒き散らしており、これらの行為で生産者を裏切るものとなって

いる。使用価値についての社会主義のデザインは、すべての富の二つの根源である自然と

社会を保護するように向けられなければならない。 
 
グローバルな諸問題、すなわち人類の生命にとって、また地球自身の維持にとって重要な

脅威となっているいろいろな現象や過程について、毎日われわれが一層力を入れて語るよ

うになっているのは、偶然ではない。 
 
使用価値自体が、われわれが与えている役割にしたがって消費手段あるいは生産手段の役

割を果たすことができる。そのことから、生産手段、あるいは消費手段として同じ生産物

を要望する社会主義企業の間で矛盾が生じることになるが、一方家族単位では、消費手段

だけを要望するのである。 
 
この矛盾の官僚主義的解決は、消費手段の市場の不足を悪化させ、社会主義企業部門と社

会の成員との間に不平等な競争をもたらするかもしれない。 
 
同じ供給を求めて競争する二種類の買い手が存在する。自動車をもっている企業は、個人

の自営業よりも先に、モノを買うであろう。 
 
企業は、コストに敏感ではない。第二部門に蓄積された能力の過剰部分や退蔵部分を吸収

する。国家機関は、コストが上がっても、タクシーを相変わらず使用する。企業は、家族



が払えない高い運賃を「支払う」のである4。 
 
消費手段市場における不足の進行は、企業部門と非営利団体の吸引力に大部分負っている。

社会主義を建設することをめざしているそうした社会において、使用価値の役割について

経済的、社会的、政治的批判分析は、重要ではないであろうか？ 
 
こうした矛盾を適切に解決するように「正しく考えられた」社会主義は、個人の利益と社

会の利益の間の一定の乖離を解決できる。ラウル・カストロ・ルスは、特にキューバにお

けるこの問題を取り上げて、食料問題、企業、学校、病院の食堂に向けられるその他の生

産物の消費の例に触れている。そこでは、次のように、不必要にこれらの機関の倉庫に膨

大な食材が退蔵されていたのである。 
 
「この分野を、専門家たちは「社会的消費」と呼んでいるが、これ以上浪費、計画の欠如、

管理の不在、過度の消費の拡大を続けることはできない。・・・官僚主義的方法で、必要な

ものを満たすために、先月どれだけ品物が余ったのかを確かめる努力もせずに供給した結

果である。・・・食料は、多くの場合無料で支給され、日に日に値上がりしている実際の価

格よりもはるかに安い価格で販売されているのである。私は、官庁を知っている。こうし

たことが起きていないところは大変少ない。というのは、計画され、管理され、指導され

れば、起きないからである。だから、われわれの手で、別に資材を使わなくても、短期間

に解決できるのである5。 
 
社会主義国家所有は、したがって、官僚主義の危険をもっており、社会主義所有の本質が

適切に発揮されるように、監視され、管理されなければならない。 
 
商業労働の間接的な社会的性格の一掃は、商業関係を消滅させようという大変重要な歴史

的課題である。しかしながら、社会主義的計画が始まって以来、こうした課題が取り組ま

れるようになった。というのは、そこでは、労働の有用的な性格の市場における実現、貨

幣による最終的な認識という回り道を期待することなく、いろいろな具体的労働の間の比

率を社会計画で調整して規制し始めたからである。 
 
労働の社会的性格を、計画を通じて認識するということは、不完全である。というのは、

貨幣は、目前の行為であり、また、目前においてさえ、貨幣は供給不足の経済においては、

必ずしも常に希望した、あるいは正確に必要な商品に転化することができないからである。 
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Central del Partido Comunista de Cuba, 12 de julio del 2008, p. 6. 



同時に、その初めから、社会主義建設は、市場の機能に一定の制限をもうけている。一定

の法的制限の中で、消費手段の個人所有が認められる。しかし、生産手段の所有は、極め

て制限される。というのは、基本的生産手段は、社会的所有（国家所有あるいは協同組合

所有）に移されるからである。 
 
このことから、消費の社会的資金の配分は、価値法則を通じて分配されないことになる。

実際、価値法則は、もはや国民経済の主要な部門、その発展のテンポと基本的な方向、生

産の各部門間の労働力の配分を規定しない。少なくとも、その影響力は、計画するような

決定的なものではない。 
 
キューバ共産党第 6 回大会に向けた経済社会政策路線案において、キューバ経済モデルの

刷新においては、計画が市場よりも優先することになっている。労働は、その量と質に応

じて報酬を受けなければならない。このことから、制約が大きく減少することを考慮し、

次のように、国内生産が、個人の能力の発展のために役立つ条件を客観的に作り出し、労

働生産性を増大することができると想像される。 
 

国内生産 
各人はその能力に応じて 各人にその労働に応じて 
必要不可欠な無料制度と補助金を保障し（す

べての人びとに医療、食料、教育、社会保障

の機会を提供する）、そうして各人は、その

個人的努力でその能力を発展させる。 

労働生産性を増大するために、規律、賃金、

刺激を増大し、所得の分配と再分配において

形式平等主義を廃止する。 

 
社会主義的計画は、資源の実際の存在に従って、社会が生産物の製造に必要とする相対的

に最低の労働費用をカバーすることに関心をもつものでなければならない。最小限の部門

でなく、社会全体の部門においてである。しかし、社会的所有が存在するという事実だけ

で、自動的にこの要件は達成されない。 
 
社会主義的計画は、また社会および自然自体に必要な使用価値の再生産能力において自然

を保護することに関心をもつものでなければならない。社会主義商品の潜在的矛盾は、剰

余価値法則と同じ方向で発展されてはならない。つまり、そのためには社会主義経済の基

本法則を解明することが重要である。 
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