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2019ルール 2022ルール

該当項⽬なし

全てのルール＆レギュレーションは、会場の安全衛⽣上の要件やガイドラインに基づいて変
更されることがあります。変更がある場合はSCAJ競技会事務局より、競技会の開催前にルー
ル＆レギュレーションの変更を電⼦メールもしくはSCAJホームページでお知らせします。こ
れらの変更には、テーブルサイズやレイアウトの変更、提供される器やカップの材質の変
更、競技者の準備室や練習室でのコーチやヘルパーの制限、消毒のスケジュール変更などが
含まれますが、これらに限定されるものではありません。

新たに追記

それぞれの競技者は、4⼈のセンサリージャッジ、2名のテクニカルジャッジ、1名のヘッド
ジャッジにより審査されます。
採点を⾏わないシャドージャッジがステージに同席することがあります。

それぞれの競技者は、4⼈のセンサリージャッジ、2名のテクニカルジャッジ、1名のヘッド
ジャッジにより審査されます。
採点を⾏わないシャドージャッジがステージに同席することがあります。

※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡⼤により、予選⼤会ではセンサリージャッ
ジ、テクニカルジャッジの⼈数に変更があります。
予選⼤会ではセンサリージャッジは3名、テクニカルジャッジは１名です。競技者からみて⼀
番左側の席にはセンサリージャッジは着席しませんがルール&レギュレーション通りにエスプ
レッソ4杯、ミルクビバレッジ4杯をジャッジテーブルに提供してください。競技者からみて
⼀番左側の席に提供されたドリンクはヘッドジャッジが飲む場合がありますがヘッドジャッ
ジによって評価されることはありません。

下線部追記

a. それぞれの競技者は、4⼈それぞれのセンサリージャッジに、シングルエスプレッソ1杯、
シングルミルクビバレッジ1杯を  提供すること。全部で8杯のドリンクを10分の競技時間内
に提供すること。ヘッドジャッジはセンサリージャッジに提供されたどのドリンクを飲んで
も構いません。

a. それぞれの競技者は、4⼈それぞれのセンサリージャッジに、シングルエスプレッソ1杯、
シングルミルクビバレッジ1杯を  提供すること。全部で8杯のドリンクを10分の競技時間内
に提供すること。 下線分削除

d. 同⼀カテゴリー内のドリンクは、4 杯とも同じコーヒーを使⽤すること。それぞれのカテ
ゴリーで使⽤するコーヒーは変更しても構いません。同⼀カテゴリー内のドリンクは、4 杯
とも同じ原材料を使⽤し、同じレシピにしたがって作成すること。同⼀  カテゴリー内で故意
にドリンクの作成と提供⽅法に変更を加えた場合、最初に提供したものから逸脱したドリン
クに関しては、  センサリースコアシートの「味覚バランス」の項⽬が0点となります。

d. 同⼀カテゴリー内のドリンクは、4 杯とも同じコーヒーを使⽤すること。それぞれのカテ
ゴリーで使⽤するコーヒーは変更しても構いません。同⼀カテゴリー内のドリンクは、4 杯
とも同じ原材料を使⽤し、同じレシピにしたがって作成すること。同⼀  カテゴリー内で故意
にドリンクの作成と提供⽅法に変更を加えた場合、最初に提供したものから逸脱したドリン
クに関しては、  センサリースコアシートの「テイストエクスペリエンス（味覚体験）」の項
⽬が0点となります。

下線分変更

JBC2022ルール変更概要

2.5 COVID-19 Addendums (補遺)

3.1 審査員構成

3.2 予選⼤会の競技内容
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d. 同⼀カテゴリー内のドリンクは、4 杯とも同じコーヒーを使⽤すること。それぞれのカテ
ゴリーで使⽤するコーヒーは変更しても構いません。同⼀カテゴリー内のドリンクは、4 杯
とも同じ原材料を使⽤し、同じレシピにしたがって作成すること。同⼀  カテゴリー内で故意
にドリンクの作成と提供⽅法に変更を加えた場合、最初に提供したものから逸脱したドリン
クに関しては、センサリースコアシートの「味覚バランス」の項⽬が0点となります。

d. 同⼀カテゴリー内のドリンクは、4 杯とも同じコーヒーを使⽤すること。それぞれのカテ
ゴリーで使⽤するコーヒーは変更しても構いません。同⼀カテゴリー内のドリンクは、4 杯
とも同じ原材料を使⽤し、同じレシピにしたがって作成すること。同⼀  カテゴリー内で故意
にドリンクの作成と提供⽅法に変更を加えた場合、最初に提供したものから逸脱したドリン
クに関しては、センサリースコアシートの「テイストエクスペリエンス（味覚体験）」の項
⽬が0点となります。

下線分変更

 e. すべてのセンサリージャッジには完全な状態のエスプレッソを提供しなければなりませ
ん。エスプレッソのショットがエスプレッソの定義を満たしていない場合、センサリースコ
アシートの「味覚バランス」及び/もしくは「触感」のスコアには、結果としてもたらされた
味覚体験が反映されます。エスプレッソは何グラムのコーヒーを使⽤しても構いません。

e. すべてのセンサリージャッジには完全な状態のエスプレッソを提供しなければなりませ
ん。エスプレッソのショットがエスプレッソの定義を満たしていない場合、センサリースコ
アシートの「テイストエクスペリエンス（味覚体験）」及び/もしくは「タクタイルエクスヘ
゚リエンス(触感体験)」のスコアには、結果としてもたらされた味覚体験が反映されます。エ
スプレッソは何グラムのコーヒーを使⽤しても構いません。

下線分変更

 d. 砂糖、スパイス、粉末状のフレーバーなどを含むトッピングは⼀切認められません。これ
らを使⽤した場合は、センサリースコアシートの「味覚バランス」項⽬が0点となります。

d. 砂糖、スパイス、粉末状のフレーバーなどを含むトッピングは⼀切認められません。これ
らを使⽤した場合は、センサリースコアシートの「テイストエクスペリエンス（味覚体
験）」項⽬が0点となります。

下線分変更

c. 4杯のシグニチャービバレッジはそれぞれ最低1ショットのエスプレッソを⽤いているこ
と。そうでない場合、センサリースコアシートのシグニチャービバレッジカテゴリーの「味
覚バランス」項⽬が0点となります。             d. シグニチャービバレッジ
に使⽤されるエスプレッソは競技時間内に⽤意されなければなりません。そうでない場合、
センサリースコアシートのシグニチャービバレッジカテゴリーの「味覚バランス」項⽬が0点
となります。         e. エスプレッソの⾵味が優位的/⽀配的に存在すること。そ
うでない場合、「味覚バランス」のスコアには、結果としてもたらされた味覚体験が反映さ
れます。

c. 4杯のシグニチャービバレッジはそれぞれ最低1ショットのエスプレッソを⽤いているこ
と。そうでない場合、センサリースコアシートのシグニチャービバレッジカテゴリーの「テ
イストエクスペリエンス（味覚体験）」項⽬が0点となります。
d. シグニチャービバレッジに使⽤されるエスプレッソは競技時間内に⽤意されなければなり
ません。そうでない場合、センサリースコアシートのシグニチャービバレッジカテゴリーの
「テイストエクスペリエンス（味覚体験）」項⽬が0点となります。
e. エスプレッソの⾵味が優位的/⽀配的に存在すること。そうでない場合、「テイストエクス
ペリエンス（味覚体験）」のスコアには、結果としてもたらされた味覚体験が反映されま
す。

下線分変更

 i. シグニチャービバレッジに使⽤する材料は競技時間内に現場で調理するか、混ぜ合わせる
ことが望ましいです。競技時間中の準備はセンサリースコアシートの「準備から提供までを
⼗分に説明及び体験させているか」の項⽬の評価対象となります。事前準備は特定の材料に
関しては許容されます（24時間の注⼊が必要な物等）。

  i. シグニチャービバレッジに使⽤する材料は競技時間内に現場で準備、混ぜ合わせることが
望ましいです。競技時間中の準備はセンサリースコアシートの「準備から提供までを⼗分に
説明及び体験させているか」の項⽬の評価対象となります。事前準備は特定の材料に関して
は許容されます（24時間の注⼊が必要な物等）。

下線分変更

3.4.2 ミルクビバレッジ

3.4.3 シグニチャービバレッジ

3.3 準決勝、及び決勝⼤会の競技内容

3.4.1 エスプレッソ
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a. 競技スペースは、ステーション1, 2と番号がつけられます。
a. 競技スペースは、ステーション1, 2と番号がつけられます。※予選会場によってステーショ
ンの数が異なる場合があります。

下線分追記

d. 競技の流れは、概略として概ね下記の表の通りです。 該当項⽬なし 項⽬削除

a. 競技スペースは、ステーション1, 2, 3と番号がつけられます。
a. 競技スペースは、ステーション1,2,3と番号がつけられます。※準決勝・決勝でステーショ
ンの数が異なる場合があります。

下線分追記

d. 競技の流れは、概略として概ね下記の表の通りです。 該当項⽬なし 項⽬作書

競技が始まる前に競技者オリエンテーションミーティングが⾏われます。このミーティング
には、すべての競技者が参加しなければなりません。このミーティングでは、JBCイベントマ
ネージャー及びヘッドジャッジが⼤会の流れについてのアナウンスや説明を⾏ないます。そ
の中で、スケジュールや競技エリアやバックヤードについて説明します。競技者は質問や懸
念事項などをJBCイベントマネージャーもしくはヘッドジャッジに質問することができます。

競技が始まる前に競技者オリエンテーションミーティングが⾏われます。このミーティング
には、すべての競技者が参加しなければなりません。このミーティングでは、JBCイベントマ
ネージャー及びヘッドジャッジが⼤会の流れについてのアナウンスや説明を⾏ないます。そ
の中で、スケジュールや競技エリアやバックヤードについて説明します。競技者は質問や懸
念事項などをJBCイベントマネージャーもしくはヘッドジャッジに質問することができます。
競技者によるJBCイベントマネージャーもしくはヘッドジャッジにとの事前の打ち合わせがな
く、オリエンテーションに参加しなかった場合、その競技者はヘッドジャッジによって失格
とされる可能性があります。

下線分追記

審査員⽤プレゼンテーションテーブルは、準備時間中にセットアップしてください。もし競
技者が、審査員⽤テーブルを競技時間中にセットしたいのであれば、準備時間中にセットし
なくても構いません。

審査員⽤プレゼンテーションテーブルは、⽔の提供も含め、準備時間中にセットアップする
ことが可能です。もし競技者が、審査員⽤テーブルを競技時間中にセットしたいのであれ
ば、準備時間中にセットしなくても構いません。 下線部変更

競技者は、準備時間中にカップを温めておくことができます。しかし競技時間の開始時に
は、カップの中に⽔分が無いようにしてください。エスプレッソマシンの上に液体の⼊った
カップがある場合、に0点が付けられます。

競技者は、準備時間中にカップを温めておくことができます。しかし競技時間の開始時に
は、カップの中に⽔分が無いようにしてください。エスプレッソマシンの上に液体の⼊った
カップがある場合、「作業ステーションの管理能⼒」の項⽬に0点が付けられます。

4.1 予選⼤会

4.3 準決勝、及び決勝⼤会

6.1 競技者オリエンテーションミーティング

7.3 審査員⽤プレゼンテーションテーブル

7.5 事前カップの温めについて
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競技者は、準備時間を越えて準備することはできません。準備時間のタイムキーパーは準備
時間中、競技者に、残り時間が、 5分、3分、1分、30秒のときに、アナウンスします。準備
時間が経過した時点でタイムキーパーは、タイムコールを⾏い、⼀歩下がってくださいと声
をかけます。

競技者は、準備時間を越えて準備することはできません。準備時間のタイムキーパーは準備
時間中、競技者に、残り時間が、 5分、3分、1分、30秒のときに、アナウンスします。準備
時間が経過した時点でタイムキーパーは、タイムコールを⾏い、⼀歩下がってくださいと声
をかけます。時間内に準備を終えることができない競技者は、以下の「時間オーバーによる
ペナルティ(減点)」の項に⽰されているペナルティを受けます。

下線分追記

司会者は、競技者の準備ができているかを尋ねます。競技者は競技を開始する前に、10分間
の競技時間を計測するタイマーのスタートボタンを押し、競技開始の意思表⽰をしてくださ
い。競技時間のタイムキーパーは、競技者の意思表⽰と同時にストップウォッチによる計測
を開始します。10分の競技時間の経過については、競技者⾃⾝が責任を持って管理してくだ
さい。タイムキーパーは競技者に対し、残り時間が、5分、3分、1分、30秒のときに、アナ
ウンスします。アナウンスは、競技者が話をしている最中に⾏われる場合もあります。
注意：もし、何らかの理由によりタイマーが故障してしまった場合、競技者は⾃⾝の競技時
間を⽌めることができません。その際には、タイムキーパーの時間が公式タイムとなりま
す。競技者は上記の時間のアナウンスの提供を受けるでしょう。

司会者は、競技者の準備ができているかを尋ねます。競技者は競技を開始する前に、10分間
の競技時間を計測するタイマーのスタートボタンを押し、競技開始の意思表⽰をしてくださ
い。競技時間のタイムキーパーは、競技者の意思表⽰と同時にストップウォッチによる計測
を開始します。10分の競技時間の経過については、競技者の責任ですが、競技者はいつでも
時間の確 認を求めることができます。タイムキーパーは競技者に対し、残り時間が、5分、3
分、1分、30秒のときに、アナウンスします。タイムキーパーは、これらの警告を リアルタ
イムで告知する責務を負っており、競技者が話している最中にもアナウンスがあるかもしれ
ません。
注意：もし、何らかの理由によりタイマーが故障してしまった場合、競技者は⾃⾝の競技時
間を⽌めることができません。その際には、タイムキーパーの時間が公式タイムとなりま
す。競技者は上記の時間のアナウンスの提供を受けるでしょう。

下線分追記

司会者は、競技者の準備ができているかを尋ねます。競技者は競技を開始する前に、15分間
の競技時間を計測するタイマーのスタートボタンを押し、競技開始の意思表⽰をしてくださ
い。競技時間のタイムキーパーは、競技者の意思表⽰と同時にストップウォッチによる計測
を開始します。15分の競技時間の経過については、競技者⾃⾝が責任を持って管理してくだ
さい。タイムキーパーは競技者に対し、残り時間が、10分、5分、3分、1分、30秒のとき
に、アナウンスします。アナウンスは、競技者が話をしている最中に⾏われる場合もありま
す。
注意：もし、何らかの理由によりタイマーが故障してしまった場合、競技者は⾃⾝の競技時
間を⽌めることができません。その際には、タイムキーパーの時間が公式タイムとなりま
す。競技者は上記の時間のアナウンスの提供を受けるでしょう。

司会者は、競技者の準備ができているかを尋ねます。競技者は競技を開始する前に、15分間
の競技時間を計測するタイマーのスタートボタンを押し、競技開始の意思表⽰をしてくださ
い。競技時間のタイムキーパーは、競技者の意思表⽰と同時にストップウォッチによる計測
を開始します。15分の競技時間の経過については、競技者の責任ですが、競技者はいつでも
時間の確 認を求めることができます。タイムキーパーは競技者に対し、残り時間が、10分、
5分、3分、1分、30秒のときに、アナウンスします。タイムキーパーは、これらの警告を リ
アルタイムで告知する責務を負っており、競技者が話している最中にもアナウンスがあるか
もしれません。
注意：もし、何らかの理由によりタイマーが故障してしまった場合、競技者は⾃⾝の競技時
間を⽌めることができません。その際には、タイムキーパーの時間が公式タイムとなりま
す。競技者は上記の時間のアナウンスの提供を受けるでしょう。

下線分追記

8.2.2 競技時間の開始

7.6 準備時間の最後に

8.1.2 競技時間の開始
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項⽬名変更

競技時間の開始時に、競技者は、4⼈のセンサリージャッジと1⼈のヘッドジャッジに⾃⼰紹
介してください。4⼈のセンサリージャッジとヘッドジャッジは審査員⽤プレゼンテーション
テーブルの後ろにいます。2名のテクニカルジャッジは、1⼈はステーションの正⾯に向き、
もう1⼈はステーションの後ろに⽴ちます。共に、競技者の邪魔にならないように細⼼の注意
を払います。

競技時間の開始時に、競技者は、4⼈のセンサリージャッジと1⼈のヘッドジャッジに⾃⼰紹
介（挨拶）してください。4⼈のセンサリージャッジとヘッドジャッジは審査員⽤プレゼン
テーションテーブルの後ろにいます。2名のテクニカルジャッジは、1⼈はステーションの正
⾯に向き、もう1⼈はステーションの後ろに⽴ちます。共に、競技者の邪魔にならないように
細⼼の注意を払います。シャドージャッジがステージ上にいる可能性もありま
す。シャドージャッジは、競技者の邪魔や、審査の邪魔にならないように、センサリー
ジャッジの後ろか、ジャッジテーブルの端に位置するようにしてください。シャ
ドージャッジはプレゼンテーションの採点を⾏いません。シャドージャッジは
競技者のパフォーマンスについてメモを取るために同席するだけで、デリバレー
ション中（審議中）に審査員が確認するために採⽤されることもあります。シャドー
ジャッジは必須ではありません。

下線分追記

すべてのドリンクは、審査員⽤のプレゼンテーションテーブルに提供してください。審査員
⽤プレゼンテーションテーブルに提供されなかったドリンクは、センサリースコアシートの
「味覚バランス」の項⽬が0点となります。 3.2、3.3項 ⼤会の競技内容と   3.4項 ドリンクの
定義を参照してください。競技者は、競技開始時または最初のドリンク提供時に4⼈のセンサ
リージャッジに味のついていない⽔を提供してください。また、プレゼンテーション中に必
要に応じてグラスに⽔を注いでください。

すべてのドリンクは、審査員⽤のプレゼンテーションテーブルに提供してください。審査員
⽤プレゼンテーションテーブルに提供されなかったドリンクは、センサリースコアシートの
「テイストエクスペリエンス（味覚体験）」と「フレーバー表現の的確性」の項⽬が0点とな
ります。 3.2、3.3項 ⼤会の競技内容と   3.4項 ドリンクの定義を参照してください。競技者
は、競技開始時または最初のドリンク提供時に4⼈のセンサリージャッジに味のついていない
⽔を提供してください。また、プレゼンテーション中に必要に応じてグラスに⽔を注いでく
ださい。

下線部変更

それぞれのカテゴリーのドリンクが提供され、審査員により評価された後に、ヘッドジャッ
ジの指⽰により、ボランティアスタッフは審査員⽤のプレゼンテーションテーブルよりドリ
ンクを下げます。ボランティアスタッフは、カップ＆ソーサーとスプーンのみを下げます。
もし競技者がボランティアスタッフに特別な指⽰を出す場合には、競技時間開始前に、JBCイ
ベントマネージャーと ボランティアスタッフにその指⽰をよく説明する必要があります。ボ
ランティアスタッフは競技者の邪魔にならないように最善を つくしますが、競技者は⾃⾝の
ステーションへうまく誘導してください。

それぞれのカテゴリーのドリンクが提供され、審査員により評価された後に、ヘッドジャッ
ジの指⽰により、ボランティアスタッフは審査員⽤のプレゼンテーションテーブルよりドリ
ンクを下げます。ボランティアスタッフは、カップ＆ソーサーとスプーンのみを下げます。
もし競技者がボランティアスタッフに特別な指⽰を出す場合には、競技時間開始前に、ボラ
ンティアスタッフ、ヘッドジャッジ、JBCイベントマネージャーにその指⽰をよく説明する
必要があります。もし、ヘッドジャッジとJBCイベントマネージャーに特別な指⽰か
゙なく、本来は競技者が必要とする⾷器がボランティアスタッフによってステージか
ら下げられた場合は、その該当する⾷器は「9.３ アクセサリーを忘れたら」に従って回収
をすることが許可されます。 ボランティアスタッフは競技者の邪魔にならないように最善を
尽くしますが、競技者は⾃⾝のステーションへうまく誘導してください。

下線分追記

8.3 競技者⾃⼰紹介→8.3 競技者⾃⼰紹介（ジャッジへの挨拶）

8.4 提供することが求められているドリンクについて

8.5 ボランティアスタッフが、提供されたドリンクを下げることについて
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c. ボランティアスタッフ、サポーター、チームメンバーや観客に、何かを持ってきてもらう
ことはできません。

c. ボランティアスタッフ、サポーター、チームメンバーや観客に、何かを持ってきてもらう
ことはできません。競技者以外の者による忘れ物アイテムの引渡し・回収は、ヘッドシ
゙ャッジの判断により失格の対象となります。 下線分追記

ｄ. ヘッドジャッジは、センサリージャッジが味覚評価のテイスティングを終えてから味覚審
査をします。

該当項⽬なし 下線部削除

無駄とは、競技中に使⽤されなかったコーヒー粉のことを指します。つまり、無駄の対象と
なるコーヒーは、ドーシングチャンバーの中の粉、ノックボックスに捨てられた粉、カウン
ター上の粉、ゴミ箱や床に落とされた粉などをいいます。提供されなかった  コーヒーによっ
て無駄になった粉については、カウントしません。この項⽬では、カテゴリーあたりで5gま
での無駄があった場合には、許容範囲とされます。使⽤されなかったコーヒーが、カテゴ
リーあたりで1g未満の場合には、5点もしくは、それ以上の  得点を得ることができます。カ
テゴリーあたり5g以上の無駄が出てしまった場合には、0点となります。新鮮なコーヒーを得
るためにグラインダーから取り除かれたコーヒー粉が適切な量であれば、無駄とはみなされ
ません。

無駄とは、競技中に使⽤されなかったコーヒー粉のことを指します。つまり、無駄の対象と
なるコーヒーは、ドーシングチャンバーの中の粉、ノックボックスに捨てられた粉、カウン
ター上の粉、ゴミ箱や床に落とされた粉などをいいます。提供されなかった  コーヒーによっ
て無駄になった粉については、カウントしません。この項⽬では、カテゴリーあたりで5gま
での無駄があった場合には、許容範囲とされます。使⽤されなかったコーヒーが、カテゴ
リーあたりで1g未満の場合には、5点もしくは、それ以上の  得点を得ることができます。カ
テゴリーあたり5g以上の無駄が出てしまった場合には、0点となります。新鮮なコーヒーを得
るためにグラインダーから取り除かれたコーヒー粉が適切な量であれば、無駄とはみなされ
ません。ドリンクに使⽤するコーヒーは全て競技者の競技時間内に挽かなければなりま
せん。

下線分追記

ミルクビバレッジを作った後のピッチャーは、ほとんど空にしておいてください。1スチーム
につき、90ml/3oz以下であれば、許容範囲とします。

ミルクビバレッジを作った後のピッチャーは、ほとんど空にしておいてください。無駄と
なったミルクの合計が90ml/3oz以下であれば許容範囲とします。 下線部変更

a. 競技者は、ポルタフィルターの抽出⼝（スパウト）についている⽔分もコーヒー粉もふき
取り、取り除いてください。タオルを使⽤したり、指を使ったりして構いません。どのよう
な⽅法でも構いませんので、きれいな抽出⼝にしてください。

a. 競技者は、ポルタフィルターの抽出⼝（スパウト）についている⽔分もコーヒー粉もふき
取り、取り除いてください。⽔で流したり、タオルを使⽤したり、指を使ったりして構いま
せん。どのような⽅法でも構いませんので、きれいな抽出⼝にしてください。 下線分追記

9.3 アクセサリーを忘れたら

14.1 ヘッドジャッジ

17.3.3 ドーシング／グラインド時に粉の無駄はないか

17.4.5 終了時にミルクの無駄は許容範囲か 

17.6.2 抽出⼝はきれいになっているか／ドーシングチャンバーに置いていないか
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センサリージャッジは、スプーンを⼿前から奥へ3回動かし、抽出液内の⾵味を混ぜ合わせ
て、即座にエスプレッソの味を取ります。 センサリージャッジは、その抽出液を完全に評価
するために、少なくとも2回は飲んでください。ジャッジはスプーンなしでエスプレッソを味
わわないでください。

競技者は、どのようにエスプレッソを評価してもらいたいかについて明確に指⽰を与えるこ
とで、評価⼿順（プロトコル）を覆すことができます。その指⽰が納得のいくものであり、
他のルールに⽭盾していない場合、ジャッジは競技者のすべての指⽰に従ってください。

a. 全てのセンサリージャッジは、以下の⼿順でエスプレッソを評価します。センサ
リージャッジは、全ての評価ステップを完了してからスコアを記載します。 
b. センサリージャッジは、スプーンを⼿前から奥へ3回動かし、抽出液内の⾵味を混ぜ合わせ
て、即座にエスプレッソの味を取ります。 センサリージャッジは、その抽出液を完全に評価
するために、少なくとも2回は飲んでください。ジャッジはスプーンなしでエスプレッソの味
をとりません。
c. 競技者は、どのようにエスプレッソを評価してもらいたいかについて明確に指⽰を与える
ことで、評価⼿順（プロトコル）を覆すことができます。その指⽰が納得のいくものであ
り、他のルールに⽭盾していない場合、ジャッジは競技者のすべての指⽰に従ってくださ
い。

項⽬変更

ジャッジは、⽢み、酸味、苦味といった味覚要素がいかによく調和し、互いを引き⽴ててい
るかを基準にエスプレッソを評価します。スコアシートの⽬盛はジャッジが最初に感じた印
象の度合いを⽰すもので、同じ⽬盛であってもバランスの良さを意味するものではありませ
ん

エスプレッソのテイストエクスペリエンス(味覚体験)を評価して、ドリンクのクオリ
ティー（品質）を判断します。ジャッジは、⽢み、酸味、苦味といったエスプレッソ
の味覚体験を構成する要素を評価して、その品質・それらがどの程度調和しているか・
それらがどの程度お互いを補完しているかを判断します。抽出液とコーヒーそのものの
両⽅の味覚要素が評価されます。味覚要素の1つ、または複数がエスプレッソの味覚体
験を損なう場合は低い点数が与えられます(酸っぱい・えぐみがあるなど)。味覚
要素が全体的な味覚体験にプラスに働く場合にはより⾼い点数が与えられます。エス
プレッソのバランスが崩れている場合(全体的なポジティブな体験を損なうよう
な特定の味覚要素が不⾜している場合、または特定の味覚要素がドリンクを圧倒してい
る場合)、スコアは下がります。
注意:このスコア項⽬では、味の説明表現(描写)の的確さは考慮されません。

項⽬変更

項⽬名変更

該当⽂なし 該当⽂なし 項⽬変更なし

18.2 エスプレッソの評価 Part-I

18.2.2 味覚バランス→18.2.2 テイストエクスペリエンス（味覚体験）

18.2.3 フレーバー→18.2.3 フレーバー表現の的確さ
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項⽬名変更

ジャッジは競技者の触感の描写と説明を聞き、それらと実際に提供されたドリンクに感じた
ボディ、マウスフィールとを⽐較します。エスプレッソは使⽤されたコーヒー⾖や抽出の⽅
法に関連したボディや触感がなければなりません。競技者はジャッジに提供した触感の描写
によって評価され、描写された触感と実際のエスプレッソに感じる触感が、どの程度正確に
⼀致しているかによって評価されます。もし描写がない場合、エスプレッソの触感はフルボ
ディ、ラウンド、そしてスムースなマウスフィールでなければなりません

タクタイルエクスペリエンス（触感体験）のクオリティー（品質）が評価されます。シ
゙ャッジは提供されたエスプレッソのウエイト(ボディ)、テクスチャー(マウス
フィール)、およびフィニッシュを評価します。エスプレッソにはその準備、抽出の⽅
法、使⽤されたコーヒー⾖に関連した触感体験がなければなりません。ウエイト(ボテ
゙ィ)は、軽いものから重いものまで、エスプレッソの粘度に関係します。テクスチャー
はマウスフィールとして定義されます(例:「⽔っぽい」、「ティーライク」、「ベルヘ
゙ットのような」など)。ウエイトとテクスチャーの質は、⼝の中のエスプレッソの触感
に基づくものです。「軽いウエイト」も「重いウエイト」も、どちらも、⼝の中のテ
クスチャーの質に⽐例して⾼いスコアを得ることができます。ウエイトやテクスチャー
が(例として「⽔っぽい」、「ラフ」、「ダスティ」)などのようにエスプレッソ
体験を損なう場合、低い点数が与えられます。ウエイトとテクスチャーがエスプレッ
ソの体験にプラスに寄与する場合、より⾼い評価を得ることができます。フィニッ
シュは、コーヒーを飲み込んだ後のポジティブなフレーバーの⻑さとして定義さ
れます。アフターテイストがエスプレッソ体験を損なう場合(「アストリンジェント」
など)、低い点数が与えら れます。アフターテイストがエスプレッソの体験にプラ
スに働く場合には、より⾼い点数が与えられます。

項⽬変更

該当項⽬なし

ジャッジは、競技者が描写するタクタイルの説明を聞き、それらを実際に提供される
ドリンクで感じたウエイト(ボディ)、テクスチャー(マウスフィール)、フィニッ
シュと⽐較します。ジャッジは、描写された説明がエスプレッソのタクタイルとと
゙れだけ正確に⼀致するかを採点します。⽐較して感じた説明と⼀致するが、タクタ
イルエクスペリエンスのスコアが低い場合、⾼い点数を得ることはできません。説明
表現がない場合、競技者はこのスコアに対して0点が与えられます。

項⽬追加

18.2.4 触感→18.2.4 タクタイルエクスペリエンス（触感体験）

18.2.5 タクタイル表現の的確さ
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ミルクビバレッジは、すべてのセンサリージャッジにより下記のプロトコルを使⽤して評価
されます。センサリージャッジは⼀貫性をもって、このプロトコルに従うようにしてくださ
い。センサリージャッジは、スコアを記載する前に、すべての評価段階を踏み  完成させるよ
うにしてください。

センサリージャッジはまずミルクビバレッジの外観の評価をします。次に、センサリー
ジャッジはカップの縁のどの部分からでも最初に⼀⼝飲みます。その最初の⼀⼝⽬の後、
カップの縁の飲んでいない部分から少なくとも、もう⼀⼝飲みミルクビバレッジを再考しま
す。

競技者は、どのようにミルクビバレッジを評価してもらいたいかについて明確に指⽰を与え
ることで、評価⼿順(プロトコル)を覆すことができます。その指⽰が納得のいくものであ
り、他のルールに⽭盾していない場合、ジャッジは競技者のすべての指⽰に従ってくださ
い。

a. ミルクビバレッジは、すべてのセンサリージャッジにより下記のプロトコルを使⽤して評
価されます。センサリージャッジは⼀貫性をもって、このプロトコルに従うようにしてくだ
さい。センサリージャッジは、スコアを記載する前に、すべての評価段階を踏み完成させる
ようにしてください。 
b. センサリージャッジはまずミルクビバレッジの外観の評価をします。次に、センサリー
ジャッジはカップの縁のどの部分からでも最初に⼀⼝飲みます。その最初の⼀⼝⽬の後、
カップの縁の飲んでいない部分から少なくとも、もう⼀⼝飲みミルクビバレッジを再考しま
す。
c. 競技者は、どのようにミルクビバレッジを評価してもらいたいかについて明確に指⽰を与
えることで、評価⼿順(プロトコル)を覆すことができます。その指⽰が納得のいくものであ
り、他のルールに⽭盾していない場合、ジャッジは競技者のすべての指⽰に従ってくださ
い。

下線部追記

項⽬名変更

ジャッジは、外観のスコアを決定するために、視覚的にミルクビバレッジを評価します。ミ
ルクビバレッジはその表⾯に、ミルクとコーヒーの織りなすカラーコンビネーションを⽰し
ていなければならず、くっきりとしたカラーコントラスト、カップ内のバランス、  左右対称
のデザイン、滑らかさ、できるだけつやのあるガラスのような光沢を持っていることが望ま
れます。
注意：ミルクビバレッジの上部にスパイスや粉末状の何かをのせてはいけません。そうした
場合はセンサリースコアシートの 「味覚バランス」の項⽬が0点となります

ジャッジは、外観のスコアを決定するために、視覚的にミルクビバレッジを評価します。ミ
ルクビバレッジはその表⾯に、ミルクとコーヒーの織りなすカラーコンビネーションを⽰し
ていなければならず、くっきりとしたカラーコントラスト、カップ内のバランス、  左右対称
のデザイン、滑らかさ、できるだけつやのあるガラスのような光沢を持っていることが望ま
れます。
注意：ミルクビバレッジの上部にスパイスや粉末状の何かをのせてはいけません。そうした
場合はセンサリースコアシートの 「テイストエクスペリエンス（味覚体験）」の項⽬が0点
となります。

下線部変更

項⽬名変更

ミルクビバレッジはすぐに飲める温度で提供される温かいドリンクです。ミルクビバレッジ
のテクスチャーと温度、そしてコーヒーとミルクの味わいは味覚バランス評価に含められま
す。ミルクビバレッジには、ミルクの⽢みとエスプレッソベースの調和のとれたバランスが
求められます。提供されるドリンクのフレーバープロファイルは、ミルクを加えることでつ
くり出されるバランスとともに、スペシャルティコーヒーのフレーバープロファイルとなっ
ていること。

ミルクビバレッジはすぐに飲める温度で提供される温かいドリンクです。ミルクビバレッジ
のテクスチャーと温度、そしてコーヒーとミルクの味わいは味覚体験の評価に含められま
す。ミルクビバレッジには、ミルクの⽢みとエスプレッソベースの調和のとれたバランスが
求められます。提供されるドリンクのフレーバープロファイルは、ミルクを加えることでつ
くり出されるバランスとともに、スペシャルティコーヒーのフレーバープロファイルとなっ
ていること。

下線部変更

項⽬名変更

該当⽂なし 該当⽂なし 項⽬変更なし

18.3 ミルクビバレッジの評価 Part-Ⅱ

18.3.1 ミルクビバレッジとしての外観は適切か→18.3.1外観

18.3.2 味覚バランス→18.3.2 テイストエクスペリエンス（味覚体験）

18.3.3 フレーバー→18.3.3 フレーバー表現の的確さ
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項⽬名変更

競技者は、ジャッジに対して、ドリンクの説明をしてください。⾼い得点を得るには、どの
ような材料を使⽤し、どのように調理したのか、また、ジャッジが体験するであろうフレー
バー及び/もしくはアロマなど、事実に基づく説明が含まれていなければなりません。また、
どのようなコーヒーを使⽤したのか、他の材料とコーヒーとの関連も説明してください。セ
ンサリージャッジは、競技者の⾏う、材料、調理⽅法、使⽤するコーヒーに関する説明を聞
き、メモを取ります。スコアを決めるにあたっては、競技者が述べたことや調理⽅法と、実
際の味覚や⾹りとの間に、しっかりした相関関係があるかどうかをよく考慮してください。
競技者は、センサリージャッジにどのように飲むのか（⾹りを嗅ぐのか、かき回すのか、少
しずつ飲むのかなど）を説明しなければなりません。ジャッジは、競技者が最⾼の⼒を発揮
できるよう、飲み⽅に関する競技者の指⽰をよく聞き、それに従ってください。もし何も情
報や指⽰がない場合、ジャッジは各⾃の考えに従ってドリンクを評価してください。ジャッ
ジは、どのような場合でも、ドリンクを少しずつ、少なくとも2回は飲むようにしてくださ
い。
ジャッジは、競技時間中に競技者が説明したことや、⾒て気付いたことに基づいてドリンク
の評価をします。競技時間終了後（タイマーが⽌まった後や競技者から終了の意思表⽰がな
された後）に⾏われたいかなる説明も評価の対象とはなりません。

競技者は、ジャッジに対して、ドリンクの説明をしてください。⾼い得点を得るに
は、どのような材料を使⽤し、どのように準備(調理)したのかなどの事実に基づく
説明や、ジャッジが体験するであろうフレーバー及び/もしくはアロマなどの
説明が含まれていなければなりません。また、どのようなコーヒーを使⽤したのか、
他の材料とコーヒーとの関連も説明してください。
センサリージャッジは、競技者の⾏う、材料、準備(調理)⽅法、使⽤するコーヒーに関
する説明を聞き、メモを取ります。ドリンクの提供前までに情報や指⽰が何もない場
合には、審査員は各個⼈でシグニチャービバレッジの評価⽅法を決めるものとし
ます。
競技者は、センサリージャッジにどのように飲むのか(⾹りを嗅ぐのか、かき回すの
か、少しずつ飲むのかなど)を説明しなければなりません。ジャッジは、競技者か
゙最⾼の⼒を発揮できるよう、飲み⽅に関する競技者の指⽰をよく聞き、それに従いま
す。もし何も情報や指⽰がない場合、ジャッジは各⾃の考えに従ってドリンクを評
価します。ジャッジは、どのような場合でも、ドリンクを少なくとも2⼝は飲むよ
うにしてください。
ジャッジは、15分の競技時間中に競技者が説明したことや、そのほかの⾒て気付いた
ことに基づいてドリンクの評価をします。競技時間終了後(タイマーが⽌まった後や競
技者から終了の意思表⽰がなされた後)に⾏われたいかなる説明も評価の対象とはなりませ
ん。

項⽬変更

項⽬名変更

ジャッジは、シグニチャービバレッジを提供するまでのパフォーマンスによって提供される
情報（開発から完成までのプロセスや調理や提供に関わる⽅法やテクニック）から競技者の
独創性を評価します。⾷材がエスプレッソを補完し、そしてエスプレッソを良く⾒せるのと
同時に、興味深い味覚体験を作りだすことが求められます。シグニチャービバレッジでは、
独創的な⾷材同⼠の相互作⽤や調理技術に⾼得点を与えられます。
注意：「相乗作⽤」とは、2つ以上の要素が相互に作⽤して、個別の価値の総和以上の価値を
⽣み出す効果を⾔います。

ジャッジは、競技者のコンセプトの独創性と、シグニチャービバレッジの準
備やプレゼンテーションに使⽤された⽅法、技術、材料に基づいて独創性を評価しま
す。材料はコーヒーの味を補完し、そして向上するのと同時に、興味深い味覚体験を作り出
すことが求められます。シグニチャービバレッジでは、 独創的な材料同⼠の相
互作⽤や技術に⾼得点が与えられます。 
審査員は、コーヒーの味覚体験とシグニチャービバレッジの材料との相互作⽤を評
価し、それらが「相乗効果」によってシグニチャービバレッジの総合的な味覚体
験を⽣み出しているかどうかを評価します。 「相乗効果」とは、2つ以上の物質が相互
作⽤または協⼒して、(個々の)効果の合計を上回る複合効果を⽣み出すこと(A+B=ABでは
なく、A+B=C)と定義します。
エスプレッソのフレーバープロファイルを模倣、または⼀致するだけのフレーハ
゙ープロファイルのシグネチャービバレッジは、低得点が与えられます。新し
いフレーバー体験を⽣み出すシグネチャービバレッジは⾼得点が与えられま
す。

項⽬変更

18.4.5 独創性やコーヒーとの相乗作⽤が感じられるか→18.4.5 独創性やコーヒーとの相乗効果

18.4.2 準備から提供までを⼗分に説明、及び体験させているか→18.4.2 ⼗分に説明、紹介、準備されているか
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項⽬名変更

ジャッジは、エスプレッソの味覚構成要素（⽢味、酸味、苦味）がいかに調和し、使われる
他の材料を引き⽴てているかに基づいてシグニチャービバレッジを評価します。エスプレッ
ソの⾵味が⽀配的で、容易に特定できることが⾼得点の条件となります。ジャッジは競技者
が指定する飲み⽅に従うものとします。

審査員は、エスプレッソとその他の材料の味覚要素が、シグネチャービバレッシ
゙の総合的な体験の中でどれだけうまく調和し、お互いに補完し合っているかでシ
グネチャービバレッジを評価します。
味覚要素の⼀つ以上が飲料の体験を損なう場合(例えば、「酸っぱい」「えぐみが
ある」など)は、評価が低くなります。味覚要素が飲料の体験にプラスに働いている
場合は、より⾼い評価を得ます。飲料のバランスが悪い場合(つまり、特定な要素が不
⾜していることにより、全体的なポジティブな体験を損なう場合や、ある要素が飲
料を圧倒していたりする場合)は、味覚体験のスコアが減点されます。 注意:表現の的確さ
はこのスコア項⽬では考慮されません。

項⽬変更

項⽬名変更

該当⽂なし 該当⽂なし 項⽬変更なし

すべてのアクセサリーは、使えるように準備し、作業エリアに整理整頓しておいてくださ
い。競技者は、競技時間中に設備やアクセサリーをあまり動かす必要のないようにして置い
てください。すべてのものには、置き場と使⽤⽬的を定めておいてください。ジャッジは、
競技者がミスをしたり、こぼしたりした場合に備えて、予備のカップが⽤意されているかを
⾒てください。ジャッジの ⽔のグラスに、⽔を注ぎ⾜すことも細部への⼼配りを⾒せること
と⾔えます。
エスプレッソは、スプーン、ナプキン、 そして味のついていない⽔とともにジャッジに提供
されなければなりません。

すべてのアクセサリーは、使えるように準備し、作業エリアに整理整頓しておいてくださ
い。競技者は、競技時間中に設備やアクセサリーをあまり動かす必要のないようにして置い
てください。すべてのものには、置き場と使⽤⽬的を定めておいてください。ジャッジは、
競技者がミスをしたり、こぼしたりした場合に備えて、予備のカップが⽤意されているかを
⾒てください。ジャッジの ⽔のグラスに、⽔を注ぎ⾜すことも細部への⼼配りを⾒せること
と⾔えます。
エスプレッソは、スプーン、ナプキン、 そして味のついていない⽔とともにジャッジに提供
されなければなりません。もし競技者がジャッジにスプーンなしでエスプレッ
ソを飲むように指⽰を出した場合、エスプレッソはナプキンと味のついていない⽔とも
にジャッジに提供されなければいけません。

下線部追記

18.4.6 味覚バランス→.4.6 テイストエクスペリエンス（味覚体験）

18.4.7 フレーバー→18.4.7 フレーバー表現の的確さ

18.5.2 細部への⼼配り／すべての付属品、付帯品はそろっているか


