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JBC2016とJBC2017のルール規約の主な変更点のまとめ 

 
【黒文字：2016ルール規約】 

【青文字：2017ルール規約】 

 

※7/6付 追加変更あり 

18.3.2 味覚バランス項目 赤字参照 

 

 

2.1.1 国籍について  

 

競技者は、会員区分を問わず、日本国籍をお持ちの方、若しくは 2 年以上の在職証明書類・

就学証明書類を所持していることとします。2 年以上の在職証明書類・就学証明書類によ

り参加申請する場合、国内大会開催の12か月前に、上記の期間の条件を満たしていなけれ

ばなりません。競技者は、WBC 年度内に1カ国のみの代表としてWBCに競技者として参加す

ることができます。  

↓ 

競技者は、会員区分を問わず、義務教育を終えており、日本国籍をお持ちの方、若しくは2

年以上の在職証明書類・就学証明書類を所持していることとします。2年以上の在職証明書

類・就学証明書類により参加申請する場合、国内大会開催の12か月前に、上記の期間の条

件を満たしていなければなりません。競技者は、WBC年度内に1カ国のみの代表としてWBC

に競技者として参加することができます。 

 

 

 

2.1.3 代表選考時の例外事項について  

 

何らかの理由で国内優勝者が WBC に参加できない場合、国内競技会の上位の競技者から順

に、優勝者に代わり WBC へ参加 することができます。  

↓ 

国内優勝者が、WBC開催時に１８歳に満たない場合、または、何らかの理由で国内優勝者が

WBCに参加できない場合、国内競技会の上位の競技者から順に、優勝者に代わりWBCへ参加

することができます。 

 

 

 

3.4.2 ミルクビバレッジ  

 

e. ミルクビバレッジは適切なスプーン、ナプキン、そして味付けされていないお水ととも

にジャッジに提供されなければなりません。 条件を満たさない場合、センサリースコアシ

ートの「細部への心配り」の項目で減点となります。  

↓ 

e. ミルクビバレッジは、ナプキン、そして味付けされていないお水とともにジャッジに提

供されなければなりません。条件を満たさない場合、センサリースコアシート 「細部へ 心

配り」 項目で減点となります。 
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5.1.1 エスプレッソマシンの上部に液体設置の禁止  

 

いかなる種類の液体や原料もエスプレッソマシン上部へ置いたり、こぼしたりしてはいけ

ません。(エスプレッソマシン上部での、 お湯に入ったカップの容器の設置、液体や原料

を注いだり、混ぜたりする行為、原料を温める行為は許されていません。)もし、 競技者

が液体や原料をエスプレッソマシン上部に置いたり、注いだりした場合には、2 名のテク

ニカルジャッジの「作業ステーションの管理能力」の項目が0点となります。  

↓ 

いかなる種類の液体や原料もエスプレッソマシン上部へ置いたり、こぼしたりしてはいけ

ません。(エスプレッソマシン上部での、お湯に入ったカップの容器の設置、液体や原料を

注いだり、混ぜたりする行為、原料を温める行為は許されていません。)もし、 競技者が

液体や原料をエスプレッソマシン上部に置いた場合、「作業ステーションの管理能力の項

目が0点となります。  

 

 

 

5.3 (グラインダー以外の)電気機器を使用する場合  

 

競技者は競技時間中、グラインダー以外の電気機器を2つまで使用することができます。競

技者は、事前に持ち込む電気機器 を競技会事務局に申告してください(例: ホットプレー

ト、ハンドミキサーなど)。競技者は、持ち込み機器が大会会場で使用できるかどうか、ア

ダプターやコンバーター(電気変換器)が必要でないかなどを、自身で確かめてください。

SCAJではいかなるアダプターも変換機も用意しません。  

↓ 

競技者は競技時間中、グラインダー以外の電気機器を2つまで使用することができます。競

技者は、事前に持ち込む電気機器を競技会事務局に申告してください(例: ホットプレート、

ハンドミキサーなど)。競技者は、持ち込み機器が大会会場で使用できるかどうか、アダプ

ターやコンバーター(電気変換器)が必要でないかなどを、自身で確かめてください。SCAJ

ではいかなるアダプターも変換機も用意しません。予選大会では、2台目のグラインダーを

含め、1500Wまでの使用となります。  

 

 

 

6.2 準備スペース  

 

競技者には、競技者用の準備スペースが用意されます。このスペースは、競技者、ボラン

ティア、イベントスタッフのためのものです。JBCジャッジ、報道関係者、競技者の家族、

サポーターは、イベントマネージャーの承諾なしに入室することはできません。 競技者は、

自身の機器、アクセサリー、原材料などをこの部屋に保管しておくことができます。この

部屋には、原材料を保管しておくために、保冷庫が用意されています。また、食器洗浄用

シンクが用意されています。競技者は自身の皿やガラス食器などをきれいにしておくよう

にしてください。また、自身の品目の管理をしてください。ボランティアスタッフは、各

競技者の食器備品の 破損や紛失に責任を負いません。  

↓ 
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競技者には、競技者用の準備スペースが用意されます。このスペースは、競技者、ボラン

ティア、イベントスタッフのためのものです。事前に申請したサポーター1名以外、JBC ジ

ャッジ、報道関係者、競技者の家族は、イベントマネージャーの承諾なしに入室すること

はできません。競技者は、自身の機器、アクセサリー、原材料などをこの部屋に保管して

おくことができます。この部屋には、原材料を保管しておくために、保冷庫が用意されて

います。また、食器洗浄用シンクが用意されています。競技者は自身の皿やガラス食器な

どをきれいにしておくようにしてください。また、自身の品目の管理をしてください。ボ

ランティアスタッフは、各競技者の食器備品の破損や紛失に責任を負いません。 

 

  

6.2.1 練習時間  

 

競技エリアには3グループヘッドのエスプレッソマシンとグラインダーが設置されます。予

選大会時は10分間、準決勝、及び決勝大会時は15分間の練習時間がそれぞれの競技者に与

えられています。練習時間は競技順に基づいて、割り当てられます。 (例えば、最初に競

技する競技者は、最初に練習時間が割り振られます。)諸事情により競技者が指定された練

習時間に参加できない場合、イベントマネージャーにより別の時間が割り当てられます。  

↓ 

競技エリアには3グループヘッドのエスプレッソマシンとグラインダーが設置されます。登

録した1名のサポーターのみリハーサル室に入る事が許可されています。練習時間中は備品

の準備、テイスティングなど、どのようなサポートも可能です。予選大会時 10 分間、準

決勝、及び決勝大会時 15 分間 練習時間がそれぞれの競技者に与えられています。練習時

間は競技順に基づいて、割り当てられます。(例えば、最初に競技する競技者は、最初に練

習時間が割り振られます。)諸事情により競技者が指定された練習時間に参加できない場合、

イベントマネージャーにより別の時間が割り当てられます。  

 

 

 

7.3 審査員用プレゼンテーションテーブル  

 

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。審査

員用のお水は、準備中に審査員用のテーブルに用意することができます。ただし、競技開

始前にグラスに水を注いではいけません。違反した場合、センサリースコアシートの「プ

レゼンテーション(プロフェッショナル)」の項目が 0 点となります。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。  

↓ 

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 、準備時間中にセット

しなくても構いません。  
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7.5 カップを事前に温めておくこと  

 

7.5 カップを事前に温めておくこと 

↓ 

7.5 事前カップの温めについて 

 

 

 

8.7 競技時間の最後に  

 

競技時間は競技者が手を上げて競技終了の意思表示をしたときに終了します。競技者はタ

イムキーパーとヘッドジャッジに明確に聞こえるように意思表示してください。競技者は

好きなときに、競技を終了することができます。例えば、競技者が、審査員用のプレゼン

テーションテーブルに最後のドリンクを提供したときにも終了できますし、また、その後、

作業エリアに戻り、競技時間のぎりぎりまでワークテーブル等の清掃をしてから終了する

こともできます。ヘッドジャッジは、タイムキーパーのストップウォッチから競技者の競

技時間を記録します。競技者は、規定時間よりも早く終了することで減点を課せられるこ

とはありませんし、また、特別な加点ともなりません。  

↓ 

競技時間は競技者が手を上げて競技終了の意思表示をしたときに終了します。競技者はタ

イムキーパーとヘッドジャッジに明確に聞こえるように意思表示してください。ヘッドジ

ャッジまたは公式タイムキーパーが記録したタイムだけが採点に使われます。競技者は好

きなときに、競技を終了することができます。例えば、競技者が、審査員用のプレゼンテ

ーションテーブルに 最後のドリンクを提供したときにも終了できますし、また、その後、

作業エリアに戻り、競技時間のぎりぎりまでワークテーブル等の清掃をしてから終了する

こともできます。ヘッドジャッジは、タイムキーパーのストップウォッチから競技者の競

技時間を記録します。競技者は、規定時間よりも早く終了することで減点を課せられるこ

とはありませんし、また、特別な加点ともなりません。 

 

 

  

17.2.1 開始時に作業エリアが清潔か/清潔なクロス(ダスター)は用意されているか  

 

c. 過剰準備は減点対象です。(例えばミルクピッチャーにミルクが注がれていたり、お水

グラスに水が事前に注がれていたり。)  

e. カップは温めておいてください。競技者がカップを温める装置を持っていないのであれ

ば、カップはエスプレッソマシンの上部においておくのがよいでしょう。競技開始時に、

カップの中にお水/お湯などが入っていないようにしてください。もし、いかなる時であっ

てもエスプレッソマシンの上部に液体が入ったカップなどがあった場合、(当該項目につい

て)2つのテクニカルスコアシートとも0点となります。   

↓ 

c. 過剰準備は減点対象です。(例えばミルクピッチャーにミルクが注がれていたり。)  

e. 競技開始時に、カップの中にお水/お湯などが入っていないようにしてください。もし、

いかなる時であってもエスプレッソマシンの上部に液体が入ったカップなどがあった場合、

(「作業ステーションの管理能力/競技終了時の作業場の清潔さ」)2つのテクニカルスコア

シートとも0点となります。 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17.3.1 グループヘッドの水洗い(湯通し)  

 

17.3.1 グループヘッドの水洗い(湯通し) 

↓ 

17.3.1 グループヘッドのフラッシュ(湯通し) 

 

17.4.5 終了時にミルクの無駄は許容範囲か 

 

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。ピッチ

ャーにつき、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。1スチー

ムにつき、90ml/3oz 以下であれば、許容範囲とします。  

 

 

18.2.3 フレーバー  

 

ジャッジは競技者のフレーバー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

に感じたフレーバーとを比較します。エスプレッソに使用されたコーヒー豆とそのテイス

トプロファイルとに相関関係がなければなりません。競技者によるエスプレッソに関する

すべてのフレーバーの描写がこの項目で考慮されます。描写されたフレーバーとエスプレ

ッソにあるフレーバー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。フレーバ

ーの描写は必須であり、ない場合はこの項目が 0点となります。  

↓ 

ジャッジは競技者のフレーバー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

に感じたフレーバーとを比較します。提供する飲み物のフレーバープロファイルは、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。競技者によるエスプレ

ッソに関するすべてのフレーバーの描写がこの項目で考慮されます。描写されたフレーバ

ーとエスプレッソにあるフレーバー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。フレーバーの描写は必須であり、ない場合はこの項目が 0点となります。  

 

 

18.3.1 ミルクビバレッジとしての外観は適切か  

 

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、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。  

↓ 

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。  
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18.3.2 味覚バランス  

 

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。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フレーバー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。そこには、エスプレッソに使われるコーヒー豆、コーヒーのテイストプロフ

ァイル、そして付加されたミルク によりいかにそのフレーバープロファイルが高められた

かという相関性が求められます。 

↓ 

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。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。  

 

 

 

18.3.3 フレーバー  

 

ジャッジは競技者が述べるフレーバーの描写と説明を聞き、それを提供されたドリンクと

比較します。ミルクビバレッジに使われるコーヒー豆とそのテイストプロファイルの間に

は相関性が存在すべきです。このスコアは、その描写や説 明がどれほど正確にミルクビバ

レッジのフレーバーに合致しているかに基づいて採点されます。フレーバーの描写や説明

がない場合、この項目のスコアは0とされます 

↓ 

ジャッジは競技者が述べるフレーバーの描写と説明を聞き、それを提供されたドリンクと

比較します。提供する飲み物のフレーバープロファイルは、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。このスコアは、その描写や説明がどれほど正確

にミルクビバレッジのフレーバーに合致しているかに基づいて採点されます。フレーバー

の描写や説明がない場合、この項目のスコアは0とされます。  

 

18.4.5 独創性やコーヒーとの相乗作用が感じられるか  

 

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。独創的な食材同士の相互

作用や調理技術、そして、突出したエスプレッソの風味を示したシグニチャービバレッジ

は高得点となります。  

↓ 

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。  

 


