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未来をつくるあなたへ
心の中にある大切なもの　――　色 な々話を紹介しました

あなたの個性を生かし、たくさんのアイデアを出して、未来への夢と目標に挑戦していってください
そのときに、あなたの心の中にある素敵なハートを、たくさん感じて欲しい

他の人の個性や想い、努力にも、多くの敬意を持って欲しい
そう願っています
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大切な人への
プレゼント！

友達や家族が、あなたのことを大切に想って頑張ってくれた時 …… そんな時に、友達や家族の

心の中に、とっても大きなハートがあることに気付いて、幸せを感じたことがありませんか？

いろいろな想いや努力を重ねていく時に、心の中に生まれてくる「ハート」があります。そんな

ハートを実感してみよう、想い出してみよう、感じてみよう。そして、友達とも共有してみよう。

プレゼントを考えてつくった時のヒデの想いや苦労 ……

プレゼントをもらった時のユキの想い ……

どれもワクワク感がいっぱい！　とても良い想い出になるでしょう！

そんな想いをここでは　　　（ハート）で表してみたいと思います。

他にもいろいろな　　　がある！ みんなも探してみよう！

「大好きなユキへプレゼントをあげたい！」
喜んでもらえるプレゼントを一生懸命

悩みながら考えたヒデ。

その時のヒデの想いはどんなだったでしょうか？

ユキの気持ちを考えて、悩んでつくることは大変だけど

その分だけユキが喜んでくれたら、最高－！

そんなヒデの想いが伝わったユキも

プレゼントをもらって、とてもうれしくなれたのです。

ハナは、タローからプレゼントを
もらってどのように思ったでしょうか。
さらにアイデアを勝手に真似された
ヒデはどのように感じたでしょうか？
想像してみましょう！

はたして、ハナは

喜んでくれたでしょうか？

ばれなければ大丈夫？

でもユキの大の仲良しの

ハナにはわかってしまいました。

同じものであることが!

その時、心の中の悪い影が

ささやきました。

「考えるの面倒だから

  ヒデのプレゼントを真似して

  同じものにしたら。

  楽だよ。簡単だよ。

  ヒデにはばれないよ。」

タローは、考えました。

ハナにプレゼントしたら

僕のこと、好きになってくれるかな？

ヒデ

ユキ

ハナ

これで
OKだ！

タロー

どうして、
うれしくないんだろう？
ひみつは、きっと・・・
　　　　にある

Message of Heart

お金はないから・・・

プレゼントどうしよう・・・

高いもの買えないし・・・

わたしからも … 

“ありがとう”
これからも　

ずっと仲良くね！！

おもちゃ、手紙、

絵・・・・・・

一生懸命、考えた！

きみの好きな

音楽、考えた

めんどう

だから・・・・

真似しちゃえ～

う～ん
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夢 と 想い と 努力夢に向かって、進め！

ヒデが一生懸命につくってくれたプレゼント

考えてくれたメッセージやメロディ

見た目や、値段だけじゃない。

アイデアにはハート　　が詰まっていたんだ。

昔の人たちも、あきらめずに努力して、あの発明にたどり着いた。
夢をかなえるためには、たくさんの努力を重ねることが必要だ。
努力を重ねている人の ハート　　は、熱く、誰が見ても尊敬したくなる!

山に登る。一歩一歩、踏みしめていく。斜面はきつく、頂上は遠い。
でも、歩みを重ねていけば、必ず頂上に達することができる。
一歩の歩み、足を前に出すこと …… 疲れて足は重い。
それでも、勇気と努力でもって一歩を踏みしめていく。頂上をめざして。

あなたがアイデアを考えるとき
新しいモノを作るとき、自分のメッセージやメロディを考えるとき 
夢があった…… 目標に向かう温かい気持ちがあった……

そして、山登りと同じように、たくさんの努力や、楽しい想い出もあった
だから、それがどんなものでも、宝物のように大切に思えたりする

 あきらめること … それが僕たちの最大の弱点になってしまう。
 成功するための一番確実な方法は
「どんなときも、もう一回やってみる」ことなんだ。
Our greatest weakness lies in giving up. 
The most certain way to succeed is always to try just one more time.　　ｰ Thomas Edison

自由にアイデアを
出して
楽しかったこと

あなたが
目指したこと

思いどおりに
行かなくて
努力したこと

努力

想い出

夢や
目標

夢の
実現

こんなこと あったよね！
だから、宝物になるんだ

Message

3 4

空を飛びたい …… という夢
世界で初めて有人動力飛行を成功させたライト兄弟
彼らの実験の回数は
ほかの研究者と比べものにならないほど
多かったんだ！

！
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みんな、それぞれ思いつくものは違っている …… 好きとか嫌いとかもあるけれど …… 

毎日の生活で、どんな経験をしてきたか、何を学んできたかによって、一人ひとり考えること、思いつくアイデアも

夢も違っている。一人ひとり、みんな違っていることを「個性」と言うんだ。

あなたの体と心、家族や生活が、同じもののない、かけがえのないものであるように、あなたの個性も、とても大切

なもの。あなたが考えたアイデアが、他の人と違っていても、そこには個性という大切なハート　　があるんだ。

同じように、友だちのアイデアにも個性という大切なハート　　がある。友だちのアイデアが、あなたと違っている

のは、あたりまえ!　答えは１つじゃない!　ぜんぶ「すてき!」「いいね!」だ。

みんなが自分の個性を
大切にするのと同じぐらい
ほかの人の個性も
大切にしたい
友達の アイデア や 夢 や 
未来の目標 も
自分と違っていても
「いいね」と言えるかな

みなさん～
未来の乗り物を描いてみてください。

ひらめいた！
鳥と話しながら空を飛べる乗り物！

すごいファンタジーだね！
タローは、動物が好きだから思いついたんだ。
僕は …… 海の上も走る自転車で、みんなと競争したい！

ヒデはスポーツマンね。みんなで楽しく遊べると思う。
自転車なら ……
私は、その日の服に合わせて色が変わる自転車がいいな。

ユキは、いつもオシャレだね！

みんなのアイデア。
個性が光っていて、みんな素晴らしいですよ。

ヒデの服、かっこいいなー　
よし、同じものを買って
来週学校に着てこようっと。

おはよう。ヒデ。

あれ、どうしたの？　その服。
ぼくとおんなじ服じゃん。

かっこよかったから、真似しちゃった。

まあいいけど、なんだか気分悪いな。

一人ひとり、みんな違う、同じにならなくていい
計算や暗記のテストは同じ答えじゃなきゃダメだけど ……

好きなモノ、嫌いなモノ、得意なスポーツ、ファッション
アイデア、夢、未来の目標
みんな違っていいんだ!

翌週

あなたの アイデア も　オンリーワン

わたしの アイデア も　オンリーワン

ぜんぶ OK!

先生

先生

ユキ

タロー

タロー

タロー

タロー

タロー

ヒデ

ヒデ

ヒデ

友だちの
アイデア に
「いいね」
と言おう

大切にしている自分の「個性」…… 
たとえばお気に入りのファッション
まったく同じ服装の人がいたら
どんな気持ちになるかな？
あなたの アイデア や 夢 や 
未来の目標 も
勝手に真似されたら …… 
なんだか気分悪いな …… 
でしょ？

一人ひとり の 個性 と アイデアあなたらしさ、わたしらしさ

=

こんなとき …… 
どんな気持ち？

きみ
、いい
ね

きみもだ！

一人ひとりのアイデアが
大切な個性！

5 6
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あなたのキャンバスだから 
自由な夢 を描けばいい！

未来の社会に良いことをする（社会貢献）は、みなさんの「生きがい」を生んでくれます。
生きがいを感じられることは、みなさん自身の幸せにもつながります。

そこから生まれた アイデア は未来をよりよくしていく 大事な芽 になるんだ

ここまでに見つけた ハート

１～２世紀
紙の発明

14～15世紀
印刷術の発明

18～19世紀
蒸気機関の発明

18～19世紀
電池の発明

19～20世紀
テレビジョン

2１世紀
スマートフォン

20世紀
コンピュータ

現代の
みなさんの社会

あなたの 夢 が 未来をつくる

夢 と 未来 の 社会あなたの夢は？

あなた自身の 夢 が 大切な ハート　
それに向かうあなたの 努力や想い が 大切な ハート　　　あなたの 個性 が 大切な ハート　

だれかの 役に立とう と思う気持ちも 大切な ハート

あなたの夢は、どのようなものでしょうか？

みんなが生きている社会や、周りの人たちのことを考えながら
大きなハート　  の夢を描くのも素敵なこと。

いろいろな問題に
気付いていると、それに対して
私だったら「できる！」とか
「役に立てる」ってことがきっとあるはず。
それはちょっとした思いつきでも
アイデアでも何でもいいんだ。

…… そんな気持ちも大切　それから……

夢 の 描き方
こんなモノが
ほしい！

あんな生活が
したい！

お金持ちに
なりたい！

身の回りで
困っていることは
ないかなぁ？

友人や家族が
困っていることは
ないかなぁ？

世界や社会で
困っていることは
ないかなぁ？

おばあちゃんのようなお年寄りでも
楽に移動できる車椅子を
私は、つくってあげたい

豊かな社会を
つくってくれた

だれかの 
夢 が 

みんなを
幸せにする！

あなたの 
夢 が 

エジソンは、偉い人だという。
でも、生まれた時から偉い人じゃなかった
 …… 普通の子供
大人になったエジソンは、ある夢を描いた。
ーー 長持ちする（耐久性のある）電球があれば ーー
そんな目標に向かって
努力した結果やっと、その夢を実現した。
エジソンにとっては
一つの夢がかなった瞬間だった。

でもそれだけではないんだ。
実際に長持ちする電球ができたおかげで
街に電球が使われるようになって
生活が変わった。一人の人の夢が
みんなを幸せにしてくれた。
社会を豊かにしてくれた。
その発明は「みんなの幸せ」という
大きなハート　　を持っていたんだ！！

アイデアや作品を生み出す人たちは・・
アイデアや作品に込めた「想い」や「苦労」に共感してもらいながら

それを受け取った人、そして多くの人たちに
楽しんでもらったり、幸せになってもらうことを願っているのです

7 8
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アイデアが未来をつくるために

一人ひとりが考えたアイデアは、まだまだ小さな芽。

その小さな芽で、僕たちの未来をつくるには必要なことがある。

アイデアを大切に守ってあげること。

「アイデアのハート」を知ったみんなはもう、できるはず

そして、そんな気持ちが次のアイデアにつながっていくんだ。

みんなの未来を
つくっていく

そうすれば そのアイデア は 
成長して広がり

ほかの人のアイデアのハートも
尊重し、守ってあげよう

昔の人たちも、アイデアにあるハートを大切にした。

ある人が考えてくれたアイデア ――

そのアイデアを尊重するだけでなく、それを考えてくれた人のことを尊敬した。

アイデアに込められたハートに価値を感じながら

社会の中で、みんなで大切にする気持ちがあった。

例えば、科学の発見や技術の発明

その技術の素晴らしさだけでなく、そのハートを大切にしながら

アイデアという小さな芽を、みんなで大きく育てていった。

だから、そのアイデアは実際のモノや商品として実現し

世界の多くの人に広まっていくことができたし

次のアイデアを考えようという気持ちにもつながっていった。

アイデア を 守り 実現する 社会社会で育て、分かち合おう

ユキの

みんなの

夢 想い 個性

幸せ

努力

アイデアという小さな芽

おばあちゃんのための
車椅子
つくってみたよ!

僕たちも一緒に
育てるから世界中に
広まると良いね!

ユキのハートが
たくさん詰まった
アイデア!
勝手に真似したり
しないよ

アイデア の 小さな芽
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想いを込めて努力して、自分らしさを生かして、新しいものをつくること ……

その大切さ（価値）を想像できない人は、簡単に真似してしまったり、アイデアを盗んだりしてしまう。

なぜ、真似したり、盗んだりしてしまうのだろうか？

夢を目指す意志の ハート 　　を つぶしてしまう

相手を想って作るワクワクの ハート 　　を つぶしてしまう

苦労して努力した ハート 　　を つぶしてしまう　　　一人ひとりの個性の ハート 　　を つぶしてしまう

社会の幸せというハート 　　を つぶしてしまう

みんなでアイデアのハートを大切にしないと 未来の芽 は育たない

でも、そんなことでは……

みなさんが楽しむネットショッピング
そして実際のお店にも
本物の作品をコピーしたり

アイデアを勝手に盗んだりした
コピー品、海賊版、模倣品 が出回っています
人気のファッションを真似した ニセブランド

違法にコピーした音楽や動画
アイデア は 

社会のルール で
守られている

勝手に真似をすると、たいへんなことになる
尊重する気持ちが社会のルールになる

アイデアを盗むと
どうなって

しまうだろうか？

審査官（特許庁） 弁理士（特許事務所）

弁護士（法律事務所） 警察官（警察） 税　関

裁判官（裁判所）

より豊かな社会の実現を目指して法律や制度、そして様々な職業の人が、みんなのアイデアを守っている。

法律や制度があるから、より良いアイデアが安心して生み出され未来の夢を実現していくんだ。

これらは、悪質な犯罪
絶対に買ったり

ダウンロードしたりしないで

ニセモノ には 黒い影

アイデアを守る
スペシャリストたち

社会のルールアイデア を ニセモノ から 守れ！

自分だけよくて
楽しくなれれば
それでいいと
思うのだろうか？

ほかの人が
見ていなければ

真似してもバレないと
思うのだろうか？

目標を目指して自分で
努力した達成感や

満足感を、知らないから
だろうか？

真似された人が
悲しい気持ちになることが
想像できないのだろうか？

自分らしいアイデアを
他の人にアピール

することが、恥ずかしい
からだろうか？

友達や仲間が嫌な
気持ちになることに

気がつかないのだろうか？

アイデアの苦労や努力を
知らないから、大切さを
感じないのだろうか？

ぎゃっ

なに！

守られ
て

いるっ

ぐぬぬ

11 12

Protect

著作権法
音楽、映像（著作物）

種苗法
（品種）

意匠法
デザイン（意匠）

実用新案法
工夫・技術（考案）

特許法
工夫・技術（発明）

商標法
ブランド（商標）
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ハナがさぁ ……
ヒデがユキに作ったプレゼントを見て
とっても気に入ってるんだ ……

オレも同じようなものを作って
やりたいんだけどいいかなぁ ……

もちろん、いいよ
ふたりが喜んでくれるなら！
いっそタローの工夫もとりいれたら！

サンキュウ！
ガンバってみるよ！

「落穂拾い」オルセー美術館（パリ）所蔵

ミレー（1814年～1875年）が描いた絵 ゴッホ（1853年～1890年）が描いた絵

フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホ
（1853年～1890年）作
「自画像」
オルセー美術館（パリ）所蔵

ジャン＝フランソワ・ミレー
（1814年～1875年）作
「自画像」
ボストン美術館蔵所蔵

みなさんが学校などで学ぶことは、それを自分でやることで能力を高められるので

真似をしても大丈夫だから安心してね。もしそれが

・友達など他の人が考えた「アイデア」だったら、ちゃんと話してから使うようにしよう

タロー

ヒデ

ほかの人のアイデアや作品を使いたいときの約束

私たちは、昔の人たちが新しく発見したり考えついた知識や経験、技術を
大切な財産として受け継いでいます。

こうして受け継いだステップの上に、さらに一段高いステップを築きあげることで、
よりよい未来をつくることができるのです。

新しい技術やデザインや作品は
それまでにあったものからも
発展します

画家のゴッホが描いた絵には、たくさんの模写が残っている。

たとえば、下の絵のように、ミレーという人の絵をそっくり真似

ているんだ。

真似てみることで、ミレーがどのようにして絵を描いたかを学んだ。

ゴッホはその後、ゴッホ独特の技を見つけていったんだ。

ゴッホは、ちゃんとそのことを明らかにしている。

ミレーの真似をしたことを、しっかりと多くの人に語っている。

ミレーの作品を尊重していたんだ。

社会の発展 と 真似るときの約束真似ること と 学ぶこと

それに、社会の中には

・商品の技術やデザイン、ブランドなど、会社が独自のものとして守っているもの

・会社の名前やキャラクタのように、他の人に使ってほしくないもの

・音楽や動画など

こうしたものは、勝手に真似したり、コピーしたりしてはダメだということを知って

おきましょう。

13 14

学ぶときには
真似ることも大切

昔の人たちや
今の人たちが持っている
知識や経験、技術を
身につけることが

私たちには必要になります。
それが「学ぶ」ことです。

勝手に真似を

してはダメな

ことがある
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未来をつくるあなたへ

National Center for Industrial Property 
Information and Training 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館

発行日  2020年4月

未来をつくるあなたへ
心の中にある大切なもの　――　色 な々話を紹介しました

あなたの個性を生かし、たくさんのアイデアを出して、未来への夢と目標に挑戦していってください
そのときに、あなたの心の中にある素敵なハートを、たくさん感じて欲しい

他の人の個性や想い、努力にも、多くの敬意を持って欲しい
そう願っています
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