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本号に使用されている略語一覧
略語
AEDA

英語表記／日本語表記
Aroma Extract Dilution Analysis

DHS

Dynamic Headspace／ダイナミックヘッドスペース

FD factor

Flavor Dilution factor／フレーバー希釈係数

GC

Gas Chromatography／ガスクロマトグラフィー

GC-MS

Gas Chromatography-Mass Spectrometry／ガスクロマトグラフィー質量分析計

GC-O

Gas Chromatography-Olfactometry／匂い嗅ぎガスクロマトグラフィー

HPLC

High Performance Liquid Chromatography／高速液体クロマトグラフィー

HS

Headspace／ヘッドスペース

HS-SPME

Headspace-Solid-Phase Microextraction／ヘッドスペース-固相マイクロ抽出

LC

Liquid Chromatography／液体クロマトグラフィー

LC-MS

Liquid Chromatography-Mass Spectrometry／液体クロマトグラフィー質量分析計

LLE

Liquid-Liquid Extraction／液液抽出

MDGC

Multi-Dimensional Gas Chromatography／マルチディメンジョナルガスクロマトグラフィー

NMR

Nuclear Magnetic Resonance spectrum／核磁気共鳴スペクトル（装置）

OAV

Odor Activity Value

PCA

Principal Component Analysis／主成分分析

P&T

Purge and Trap／パージ アンド トラップ

RFA

Relative flavor activity／相対的なフレーバー活性

RP-HPLC

Reverse Phase-High Performance Liquid Chromatography／逆相高速液体クロマトグラフィー

SAFE

Solvent Assisted Flavor Evaporation

SBSE

Stir Bar Sorptive Extraction／スターバー抽出

SDE

Simultaneous Distillation and Extraction／連続蒸留抽出

SIDA

Stable Isotope Dilution Analysis

SIFT-MS

Selected Ion Flow Tube-Mass Spectrometry

SPE

Solid Phase Extraction／固相抽出

SPME

Solid-Phase Microextraction／固相マイクロ抽出
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