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（１）はじめに 

 このマニュアルでは、陶磁器意匠データベース（食卓台所用品）の検索に際し、第１階層から第

５階層において用いている項目を説明します。 

＊ 「登録年月日」の使い方は、＜ご利用方法＞にて説明しています。ご覧下さい。 

 本財団では長年、デザイン検索のために三階層～五階層（品種により異なる）のデザイン分類を

行ってファイリングして来ました。そのファイリングに用いた分類用語を、このデータベースの検索

キーワードにも転用しておりますので、それらの用語 ～それほど一般的ではないと思われる用語

～ を中心に説明しています。 

 また、ご利用の皆さまに、下記のことをお願い致したく存じます。 

 改良・改善を重ねて、検索のしやすいデータベースに育てて行きたいと考えています。 

① 以下の説明の中で不明な点 

② 説明されていない用語について不明なもの 

③ 検索結果について、整合的でないものが混在している場合 

 これらを始めとして、疑問に感じられたことなどを本財団事務局にご連絡下さい。 

連絡先メールアドレス  info-mail@pottery-design.jp 
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第一階層 

＜登録の種類＞ 
形状登録 模様登録 

綜合登録並びに 

結合登録 
未指定 

第二階層 

＜品目・用途＞ 

＊1点のみ選択可能 

皿・浅型の鉢 
浅型を除く鉢、 

どんぶり 
カップ＆ソーサー 

マグカップ、 

カップのみ 

湯のみ、コップ 注器 蓋もの 耐熱の鍋・皿等 

調味料入れ その他     

第三階層 

＜形状の特徴＞ 

＊3点まで選択可能 

切立系 ラッパ・逆ラッパ系 胴丸・腰丸系 凸・逆凸系 

その他の側面的特徴 
丸・楕円形 

（角丸を含む） 
多角形 

具体物形状 

(貝、葉、動物など） 

具体物を特定できない 

形状 
その他の平面的特徴 波渕 透かし有り 

表面に凹凸有り 

(型入れを含む） 
仕切有り 高台有り 足付き（１脚、３脚等） 

積み重ね 

ハンドル・耳付き、 

取っ手付き(ポット、 

カップ、マグ以外） 

「具体物モチーフ」の 

ハンドル、耳、取っ手 

蓋有り（ポット、 

蓋もの、鍋以外） 

組合せ 他資材有り 機能を付加する構造   

第四階層 

＜模様の種類＞ 

＊3点まで選択可能 

花１．バラ 花２．桜・梅 花３．その他 ぶどう・ぶどうの葉 

唐草 木・竹・枝 
葉・草（ぶどう、唐草、 

ヒイラギを除く） 
野菜・果物(ぶどう除く） 

クリスマス関連模様 

(ヒイラギ・サンタ・ 

雪だるまなど） 

人・人形・ガイコツ・お 

ばけ(人体の一部含む) 
猫・犬 

動物（猫・犬以外） 

アニマル柄含む 

鳥 
魚介類・昆虫・亀・ 

かえるなど 
竜・鳳凰・麒麟・恐竜等 風景（天体関係を含む） 

カゴ・網・縄・鎖・リボン 

乗物・衣類・帽子・鞄・ 

楽器・国旗などの 

具体物 

文字･数字･記号･音符・ 

トランプ模様など 
大理石模様 

幾何模様・抽象模様 他資材による模様 
釉掛けによるもの 

（伝統釉・色釉） 

実・又は実のついた 

もの（ぶどう除く） 

食品及び食物 伊万里模様風     

第五階層 

＜模様の配置＞ 

＊2点まで選択可能 

全面に模様が配置 渕回し又は帯状 中央部 散らした模様 

一部分に配置 転写紙 全面に釉掛け 
釉の掛け分け・ 

ぬり分け 

窓あり       

 

（２） 検索キーワードのリスト・・・キーワードの説明は、３ページ以下で階層別に行っています。 
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（３）第一階層「登録の種類」について 

 第１階層は、本財団への登録状態を示すものです。 

 本財団の陶磁器意匠（食卓台所用品）の保全登録制度は、その保全範囲として「形状登録」

「模様登録」「綜合登録」「結合登録」の４種に分け、登録申請者がこれらの登録種別を選択し、

それに基づいて審査し、保全登録を行ってきました。 

 

 各登録種別の内容は次の通りです。 

① 形状登録 ；形状を対象とする保全登録をいう。 

② 模様登録 ；絵柄模様、型入れ模様、貼付模様を対象とする登録をいう。 

③ 綜合登録 ；形状、模様及び色彩のうち、ふたつ以上を総合したものを対象とする登

録をいう。形状＋模様の組合せが多くを占めています。 

④ 結合登録 ；陶磁器と他資材（木、金属、ガラスなど）との結合登録、もしくは組み合わ

された状態のものを対象とする登録をいう。 

 本データベースでは、③と④を合わせて「綜合登録並びに結合登録」としています。 

 

 また、「未指定」は、これらの登録種別を選択しない場合です。 

データベース掲載の意匠全てを検索対象としますが、これを選んで検索する場合には、検

索結果表示の上限件数 500 件を上回る場合が多々あります。その場合には、条件を変えて或

いは条件を加えて、再度検索を実行して下さい。 

 

（４）第二階層「品目・用途」について 

食卓台所用品における品目（品種）は大変多くありますので、「品目」「用途」を合わせて、１０

の項目にまとめました。 

① 「皿」「鉢」「どんぶり」は、「皿・浅型の鉢」「浅型を除く鉢、どんぶり」と分けました。 

”浅型””浅型を除く”とありますが、この深浅は写真から受けるイメージにて判別してい

ますので、深浅の判断には特定の規格はありません。ボールや鉢類を調べられる場合

には、この両方を検索してみて下さい。 
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＊「バター皿」は、皿と入っていますが、「その他」に分類。 

② 「注器」 ；ポット、急須、土瓶、クリーマー、ジャグ、ピッチャーなど。 

③ 「蓋もの」 ；シュガーポット、スープチューリン、クッキージャー、キャニスター、バター入

れ。 

④ 「調味料入れ」 ；塩・こしょう入れ、醤油差し、とっくりなど 

⑤ 「カップ＆ソーサー」；コーヒー碗皿、ティ碗皿、デミタス碗皿など、受け皿と組み合わされ

たもの 

⑥ 「マグカップ、カップのみ」；マグ、ビールマグ、ワラビカップ（中近東向けの小サイズのカ

ップ）など（受け皿と組み合わせされないもの） 

⑦ 「湯呑み、コップ」；飲み物用の器で、取っ手のないもの 

⑧ 「耐熱の鍋・皿等」；土鍋、耐熱の陶板、雪平、目玉焼き器など 

⑨ 「その他」；上記①～⑧に含まれないものは、この項目に入れています。ここには多品種

が含まれます。例として、下記の項目と検索子について説明します。 

但し、これらの検索結果には、その品目だけが検出されるわけではないことをご了承

下さい。 

○１ 「おろし器」（レモン搾り器、大根おろし器）の検索 

＜登録の種類＞ 形状登録又は綜合登録又は未指定 

＜形状の特徴＞ 「表面に凹凸あり」、「機能を付加する構造」の２項目を選択。 

○２ 「チップディップ」の検索 

＜登録の種類＞ 形状登録又は綜合登録又は未指定 

＜形状の特徴＞ 「機能を付加する構造」、「組合せ」又は「積み重ね」を選択。 

○３ 「ウォーマー」＜単体＞の検索 

＊ウォーマーとポットのセットは、「注器」に分類 

＜登録の種類＞ 形状登録又は綜合登録又は未指定 

＜形状の特徴＞ 「機能を付加する構造」、「蓋あり」、「透かし有り」を選択。 

○４ 「グレービーボート」の検索 

＜登録の種類＞ 形状登録又は綜合登録又は未指定 

＜形状の特徴＞ 「機能を付加する構造」、「ハンドル・耳付き、取っ手付き」を選択。 

２０１６年３月版２０１６年３月版

4 / 8



＊この検索では、「スプーン」も併せて検出されます。 

〇５ 「スプーン」の検索 

上記の１や４でも、「スプーン」は検出されますが、下記の３項目の選択にての検索の場

合には、「スプーン」を中心に絞られて検出されます。 

＜登録の種類＞ 形状登録又は綜合登録又は未指定 

＜形状の特徴＞ 「機能を付加する構造」、「ハンドル・耳付き、取っ手付き」、「表面の

凹凸有り」を選択。 

〇６ 「スプーンレスト」の検索 

＜登録の種類＞ 形状登録又は綜合登録又は未指定 

＜形状の特徴＞ 「機能を付加する構造」、「ハンドル・耳付き、取っ手付き」、「表面 

に凹凸あり」の３項目を選択 

〇７ 「バター皿」の検索 

「バター皿」は皿と入ってはいますが、「その他」に分類しています。 

＜登録の種類＞ 形状登録又は綜合登録又は未指定 

＜形状の特徴＞ 「多角形」又は「丸・楕円」、「蓋あり」、「表面に凹凸あり」の３項目を選

択。 

〇８ 「コンポート」の検索 

＜登録の種類＞ 形状登録又は綜合登録又は未指定 

＜形状の特徴＞ 「足付き」を選択し、加えて、上皿の形状的特徴（丸、楕円、多角形、

凹凸あり・・・など）を選択して下さい。 

 

（５）第三階層「形状の特徴」について 

ポットやカップ、マグのような高さのある品目は、側面から見たシルエットに従って、下記の

様に整理し、「形状の特徴」としました。 

 

① 「切立（きったち）系」に含まれる側面から見た形状の特徴 
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② 「ラッパ・逆ラッパ系」に含まれる側面から見た形状の特徴 

 

③ 「胴丸（どうまる）・腰丸（こしまる）系」に含まれる側面から見た形状の特徴 

 

④ 「凸・逆凸系」に含まれる側面から見た形状の特徴 
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⑤  「丸・楕円（角丸を含む）」「多角形」は、平面的な特徴についての用語です。 

⑥  「具体物形状」は、平面的な特徴に止まらず、蓋などの意匠に見られる立体的な特徴と

して、使用しています。 

⑦ 「高台有り」と「足付き（1脚、3脚等）」について 

「高台」とは、碗のハマや糸底（地域により呼

称が異なる）の部分を、右図のようにやや高く形

成したものを指しています。 

      

「足付き」の足（脚）とは、碗や鉢・皿等の本体

部から引き出された軸（太いものも細いものも）を有するものを指します。碗本体部に近接

して設けられた「高台」と区別しました。 

たとえば、「コンポート」は、「その他」の検索において「足付き」を、また、「馬上杯」は、

「湯のみ・コップ」の検索において「足付き」をそれぞれ選択して下さい。 

⑧ 「蓋もの」について 

「蓋もの」は実に多種類のものが登録されています。 

＊１．ティーポット型の「蓋もの」は、「形状の特徴」では、「具体物形状」としています。 

＊２．「蓋もの」の中で、シュガーポットや薬味入れなどでは、側面にスプーン等を差し

込むところを設けたものがあります。これは、「形状の特徴」では「機能を付加する

構造」としています。 

＊３．蓋の全面に模様が施され、本体に模様がないものは、第５階層「模様の配置」で

は「一部分に配置」としました。 
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（６）第四階層「模様の特徴」について 

① 花・葉・枝等のモチーフでは、幾種類もの要素が含まれていますので、選択肢はいくつも

設定できるわけですが、本データベースでは、一つのデザインの要素を３つまでに限って

選択肢を設けています。 

② 食卓用品においては「花柄」は大変人気高く、本データベースにも相当数のデザインが

含まれています。花柄に関連した検索では、表示件数上限の５００件を超えることも多くな

ると思います。その場合には、「絞り込み」をして下さい。たとえば、期間を区切る、模様の

配置の限定、品目(第２階層)の限定などを実施して下さい。 

③ 星座をモチーフとしたものについて 

星座をモチーフとしているデザインは、「天体」を選択し、牡牛座・こぐま座・獅子座であ

れば、「動物（猫・犬以外）」を選択して下さい。 

 

（７）第五階層「模様の配置」について 

① 模様の配置については、その判断に一定の基準を設けること難しく、充分に注意しまし

たが、揺れがあります。特に、「散らした模様」と「一部分に配置」、或いは「中央部に配置」

を検索される場合には、それぞれを検索実行して下さい。 

② 「全面に配置」は、皿の場合には、表面がそのようになっているもので、裏面については、

考慮していません。鉢類の場合は、側面全面が絵柄で覆われているものを指しています。 

③ 「転写紙」は、「模様登録」の場合に認めているもので、器物に貼らず、転写紙にて申請さ

れたものです。この場合には、「形状」を特定できませんので、第１階層（模様登録）、第４

階層、第５階層（転写紙）を使っての検索となります。 

④ 「形状の特徴」の⑦「蓋もの」において既述しましたが、蓋ものの蓋全面に模様が施され、

本体には模様のないものは、第５階層「模様の配置」では「一部分に配置」としました。 

 

以上 
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