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２５年間の研究活動。国際カフェテイスティング協会（Iiac）は、世界各国でコーヒー文化

の普及と革新を担ってきました。 

 

国際カフェテイスティング協会

（Iiac）は、特にエスプレッソイ

タリアーノを中心としたコーヒ

ーの科学的な知覚評価の方法を

まとめ上げ、広めることを目的と

して、１９９３年に創設されまし

た。これまでにあげた成果は大き

く、協会が行ってきた活動の継続

的な発展の先には多くの展望が

あります。四半世紀に渡って Iiac

は、科学的で革新的なテイスティングメソッドを

まとめ上げ、知識の伝達システムと共有の機会を

構築し、コーヒー文化の価値づけを通してコーヒ

ー業界に重要な貢献をもたらしました。実験、育

成、企業や大学、研究団体とのコラボレーション、

出版、情報発信、科学フォーラム、国際コンクー

ル、世界中のバリスタや焙煎家、コーヒーの専門

家や愛好家たちとの深い関係を築き上げてきた

２５年間です。 

 

IIAC＝コーヒーテイスティングメソッドの革

新と研究 

Iiac の使命はコーヒー業界のために常に進化し

ていくテイスティングメソッドをまとめ上げ、広

めていくことです。Iiac の止まることのない研究

は、５つの大陸で用いられ、国際的に評価を得て

いるメソッドを生み出しました。協会で作られた 

 

評価シートは今日１１の言語に翻訳されており、

日々行われる無数の実験の結果により常に見直

され、改良が重ねられています。 

絶えず行われている消費者の嗜好についての研

究や研究室で行われる実験が、コーヒーの知覚的

な快楽を測ることや、どのような目的を持って行

われる分析にも対応できるように、存在する全て

のコーヒーの総合的な描写を行うことを可能に

しています。 

1993 年に用いられた最初のシートでは、評価は

コーヒーの質の上昇に比例した１から１００の

点数で円形の放射状グラフに表されていました。

そこから、中央味覚研究所との協力により、統計

学的な方法に基づいた詳細なシートが実現し、コ

ーヒーの世界で必要な様々な統計に答えが出せ

るようになりました。 

国際カフェテイスティング協会 

２５年間の発展 
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採用した統計学的なメソッドでは、ひとつひとつ

の知覚要素の情報を明確にしたり、数量的なもの

と快楽的な知覚要素を分けたり、客観的な知覚要

素を割り出すために中央値のような総合指数を

用いたり、実験を統計的に有効にし、実験ごとに

審査員を評価し、常に新しい統計を実施すること

が可能になりました。 

・Trialcardシートと Trialtest メソッドは、確か

なデータを取得し、速く確実に審査員たちのパフ

ォーマンスを向上するために存在します。このメ

ソッドは審査員の育成や知覚認証、国際競技会で

用いられています。 

・Big Sensory Test Avanzato シートとメソッドは、

より詳細な知覚的特徴を割り出し、シングルオリ

ジンとブレンドの厳密な特徴を定義し、異なる焙

煎方法の小さな違いまでをも捉えるために用い

られます。これによって、詳細なシートを作り出

すことができ、審査員団が一度集まるだけでその

コーヒーの肖像を描き出すこともできるのです。

いくつもの層に分かれた４０以上の知覚要素に

よって、製品の深い分析を可能にします。 

・Big Sensory Test Analogico-Affettivoは記号学

と神経言語プログラミングを用い、ある製品がど

のくらい感情的な側面に作用するのか、どのくら

い生産者や消費する場所、またその瞬間を想起さ

せるのかを定義します。 

・消費者の嗜好に関する実験のテイスティングカ

ードは、人々のコーヒーの好みや習慣を知るため

のものです。イタリア国内外、47,000 以上の消

費者テストを行なったことによって膨大な研究

データが生み出され、消費者とプロのテイスター

両方による評価を関係付けることを可能としま

した。一般の消費者がコーヒーが与える快楽的な

側面の審査員だとしたら、プロのテイスターたち

は客観的な特徴を元にした総合的なコーヒーの

描写を可能にし、原材料や淹れ方の質を評価する

ことができます。 最も新しい知覚マップは１０

０以上のコーヒーとさらに多数のテイスターか

ら生まれました。知覚の段階的な基準に基づき編

成された、構造的で詳細な知覚要素は、コーヒー

を飲んだ人が知覚しうるもの全てを表していま

す。消費者に近づき、コーヒー文化を広め、専門

家から直接製品の描写を得ることができる最新

のシステムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIACと養成 

コーヒーの文化を広めるため第一に重要なのは

育成です。５つの大陸で２５年間にわたって行わ

れてきた育成活動の成果として、経験をきっかけ

とすることからコーヒーを学ぶメソッドが生み

出されました。味覚の教育を受けた Iiac の生徒た

ちは世界に 11,500 人以上も存在しており、彼ら

は共有され開かれた技術を駆使して製品を評価

することができます。Iiac では、規則を教える前

に経験をさせた方が、生徒たちにとってより速く

より効果的な学習につながるという前提にたっ

エスプレッソ・イタリアーノ・トレーナー：   

世界のエスプレッソイタリアーノ大使たち 

国際カフェテイスティング協会（Iiac）のエス

プレッソイタリアーノエクスペリエンスのセ

ミナーを通してエスプレッソイタリアーノの

文化を広めているエスプレッソイタリアーノ

トレーナーは、Iiac により養成され、世界に２

５０人以上存在します。エスプレッソイタリア

ーノエクスペリエンスのセミナーは、国内外の

市場で多く出会う不適切な方法で淹れられた

コーヒーと、本物のエスプレッソイタリアーノ

とを判別するための技術を身につける３時間

の講座です。このセミナーでは、直感と実践的

な訓練を通して高品質のメイド・イン・イタリ

ーのコーヒーを識別し、評価するための最低限

の知覚的能力が参加者に教えられます。 
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ています。実際に、興味を持っている生徒が製品

と関わる際、まず自らの知覚を使い、そしてそこ

で浮かんできた疑問に論理的な答えが与えられ

るという方法を用いた場合の方が学習能力は上

がります。 

そこで Iiac の養成課程は、論理的なことを学ぶ講

義と実践的な訓練から構成される８時間のモジ

ュールからはじまります。 

・エスプレッソ・イタリアーノ・テイスティング：

この講座は、まず知覚マップを用いて１杯のエス

プレットをテイスティングすることから始まり

ます。豆の種類や加工方法が異なるコーヒーの試

飲を通して、そこに凝縮された様々な知覚と対峙

し、諸要素の関係をみていくセッションへと進み

ます。 

・エスプレッソ・イタリアーノ・スペシャリスト：

この講座は、プロのバリスタが自らのバールにグ

ローバルな質をもたらすための手段を提供する、

１日の養成講座です。消費者やバールの経営者を

より満足させる、エスプレッソイタリアーノ認証

を受けたバリスタを養成します。 

講座は知覚分析とコーヒー科学に精通したマス

タープロフェッショナルによって行われます。 

・知覚的心理物理学（感覚、脳、知覚分析）：知

覚分析のメソッドを理解するため、知覚の精神生

理学の世界へ飛び込みます。 

・シングルオリジンとブレンドの知覚的分析・知

覚的特徴の描写：生産過程の条件で変化する多様

な知覚を発見することによって、さらに深まった

知覚分析がコーヒーの世界に適用されます。 

・焙煎・ブレンドアナリスト（焙煎の科学とブレ

ンド技術）：生豆は焙煎によって表出される様々

な要素を隠し持っています。最高の焙煎を行い、

高い快楽的素質を持ったコーヒーを得るために

生豆を吟味することができるのは、焙煎家の技術

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIACの本                

共有されなければ研究は存在し得ない。

そこで、Iiac の専門家によって書かれた

本を５冊紹介します。『エスプレッソ・

イタリアーノ・テイスティング』『エス

プレッソ・イタリアーノ・スペシャリス

ト』『エスプレッソ・イタリアーノ・ロースティ

ング』『コーヒーのクリュと知覚分析』『知覚の

心理学』。この中でも一押しは『エスプレッソ・

イタリアーノ・テイスティング』です。この分

野でのベストセラーであり、２０１７年には全

面的な改良を行い再版されました。Iiac のマニ

ュアルは現在コーヒー業界で働く多くの人にと

って、自らの技術習得のための重要な本となり

ました。協会はこの本をまずは関係者（世界 4

０カ国以上、11,500 人以上）のコミュニティに

向けて、そしてもちろんこのテーマを掘り下げ

たい人たち全てに向けて１１の言語に翻訳しま

した。www.shop.assaggiatori.com 

 

世界の支部 

40カ国以上 11,500 人を超える生徒に向けて、

Iiac は世界に５つの活動拠点を作りました。イ

タリア支部に加え、現在では日本、韓国、中国、

台湾が加わりました。 

 

さまざまな数字 

・２５年の活動 

・４０カ国以上に 11,500 人の受講者 

・世界にある５つの支部 

・２５０人以上のエスプレッソイタリアーノ

トレーナー 

・エスプレッソイタリア―のテイスティング

が翻訳された言語は１１ヶ国語 

・５回の科学フォーラム 

・国際コーヒーテイスティングは１１回 

http://www.shop.assaggiatori.com/
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甘いコーヒー？苦いコーヒー？ 

最近、砂糖を入れないでコーヒーを飲む人の性格的な傾向を示す研究結果が報じられまし

た。しかし、そもそもコーヒーに砂糖を入れる人の割合はどのくらいなのでしょうか？ま

たいつから、なぜ人々はコーヒーに砂糖を入れるようになったのでしょうか？ 

少し前になりますが、notizie.it が苦いコーヒー飲

む人はナルシストであるか、またはサイコパスで

ある可能性が高い、というインスブルック大学が

発表した研究結果についての記事を書いていまし

た。記事ではこの調査が１０００人ほどを対象に

行われたということはわかりますが、なぜ研究者

たちがこのような判断に至ったのかという相関関

係については触れられていません。正直、この結

果には疑問が残ります。純粋主義のコーヒー愛好

家のような、主に五感を通して楽しむ一杯の芸術

作品とも言えるコーヒーの知覚が砂糖の存在によ

って変化してしまうと信じ、一粒の砂糖もカップ

に近づけまいとするような人たちを怒らせること

は確実でしょう。もちろん、砂糖はコーヒーの知

覚を変えてしまうのですが、それについては後で

話すことにして、まずはコーヒーを飲む人たちの

間に、どの程度ナルシストやサイコパスが居るの

か見てみましょう。私たちが行なった最後の消費

者調査は２０１６年９月のものに遡ります。無作

為に選んだ３５７人、男性５３%、女性４７%が

対象です。結果は、６２%の人が甘いコーヒーを

好み（しかし、４１%の人は少なめの砂糖を入れ

ると回答）３８%の人は苦いコーヒーを好むとの

事でした。 

 

２０１４年に行われ、１０５１人のヨすーロッパ

人を対象にした類似の調査では苦いコーヒーを好

む人の割合が少し増え（４１%）、極東に移動する

とその割合は６０%に増えます（２０１４年東京

での調査）。 

コーヒーに入れる砂糖の話 

１６３８年、解剖学者であり植物学者であったド

イツ人のヨハン・フェスリンク（１５９８- １６

４９）は、エジプトを旅していた時に、そこでは

コーヒーの核果を砂糖漬けにし、コーヒーの苦味

に対して砂糖を加える人が多いことに気づきまし

た。しかし学者の本はあまり読まれず、流行を作

ることなどできない事は皆さんよく知っています

よね。一方、貴族のサロンでは違います。 

１６６９年、パリに居たスルタンの大使であるス

レイマン・アガは、館を自身の文化的慣習に従っ

て装飾し、フランスの一流貴族が集まるサロンを

開きました。貴婦人たちは大使のカナリアへのプ

レゼントとして砂糖を持って集まり、大使は彼女

たちをコーヒーで持て成しましたが、その多くは

あまりコーヒーを好んでいるようには見えません。 

 

 

少しの砂糖 

甘い 

苦い 

 

≪イタリアでコーヒーに砂糖を入れる人≫ 

少しの砂糖 

≪苦いコーヒーの消費率≫ 
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しかし貴婦人たちは拒否するわけにもいかず、異

国情緒を感じるためにその飲み物を飲んでいまし

た。                    

そんな中、ある子爵の妻にいいアイデアが浮かび、

すぐにそれを実行します。カナリアへの砂糖を少

しコーヒーに入れたのです。その日からスレイマ

それによって貴婦人たちの満足度も格段に上がり

ました。その噂はすぐに広まり、今日でも支配的

な流行を作るのに一役買うこととなったのです。 

 

砂糖は苦味に対抗しますが、おいしくないコーヒ

ーがおいしくなることはありません 

コーヒーにとっての砂糖は、体重が数キロ増える

だけですぐに目立ってしまう、おばさんが着たボ

ーダーの服のようなものです。 

コーヒーに砂糖を入れる理由は、仕方なく受け入

れられてはいるが歓迎されてはいないコーヒーに

特有の苦味が存在するからです。苦味は味覚の見

張り役です。衛生的に怪しい食物を飲み込もうと

する際の一番はっきりとした警告が苦味だと言え

ます。それは、苦味を形成している分子、フェノ

ール酸やアルカロイド、重金属、度数の高いアル

コールなどを見れば明らかです。 

さて、飲み込もうとしているものが危険ではない

と論理的にわかったとしても、あまり好ましくな

い苦味は残りますし、酸味によってより強くもな

ります。甘味の分子は、苦味の強度を自動的に緩

和し、そのコントラストを美味しいとさえ感じさ

せることができ、苦味の欠点を唯一、精神的にで

すが補うことができるものです。しかし、甘味を

もっても渋みの欠点を補うことはできません。む

しろ甘さの知覚が終わったあとには、さらに強烈

な渋みを感じることになります。 

 砂糖の分子にはもうひとつ、後に残る香りを持

続させる働きがあります。あるコーヒーの香りが

異常な場合（濡れた土のにおいや腐った木、灰の

におい等）に砂糖を加えると、さらにひどいコー

ヒーができあがります。反対に、同じ理由と精神

的な相乗効果によって、良い香りを際立たせます。

つまりはこういうことです。私たち人間にとって、

果物一般、特に新鮮な果物やチョコレート、焼き

菓子などを甘く感じるのは一般的です。ですので、

コーヒーに砂糖が加えられることによってコーヒ

ーが持つ果実やチョコレートの香りの要素が際立

ち、快楽的な側面が上昇するのです。 

もちろんここで私たちは砂糖、つまりショ糖や果

糖の話をしているのであり、甘味料一般の話をし

ているのではありません。その場合はもっと長く

複雑な話になるでしょう。そして明確に主張しな

くてはならないのは、コーヒーの知覚評価をする

場合は、多くの歪曲を生み出す可能性がある介入

物を避け、絶対に何も加えられていないそのまま

の状態で行わなくてはならないということです。

しかし、自然のままのコーヒーが評価された後に

は、数グラムの砂糖を加えて再評価してみるのも

良いのではないでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂糖一袋の重さ 

私たちの社会と砂糖との関係は、飢えと反比例

の関係にあると言えます。バールでちょうど良

い量の砂糖をコーヒーに加えるのに最適な発

明である、小分けにされた砂糖の量は、戦後の

１０グラムから現在の２．５〜６グラムに変化

しました。多くの場合、バールに置いてある砂

糖の袋は、焙煎家が意識的に決めた量にされて

います。しかし論理的には苦いコーヒーには一

袋の砂糖よりも多くの砂糖を入れなくてはな

りません。 

 


