
  1. Corrosion behavior of Mg-3mass%Al alloy immersed in Na2SO4 solution
     ････････････････････････････････････････････････････････  Y.Hori，S.Sunada，M.Furui，S.Ikeno，K.Sasaki，S.Saikawa

  2. Electrochemical characteristics of Mg-9mass%Al alloy immersed in Na2SO4 solution
     ････････････････････････････････････････････････････････  M.Hori，S.Sunada，M.Furui，S.Ikeno，S.Sakaki，S.Saikawa

  3. Investigation of corrosion behavior using Mg-Al-Ca-Sr heat-resistant magnesium alloy by electrochemical method
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Saito，S.Sunada，M.Furui，S.Ikeno，S.Saikawa

  4. Influence of dent on corrosion resistance for Ni-plated Magnesium alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Yoshida，S.Sunada，H.Notoya

  5. Corrosion resistance and age-hardening characteristics of AZ80 magnesium alloy coated by sol-gel based CeO 2

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Harada，S.Kumai
  6. Influence of anodizing treatment on corrosion characteristic for AZ91D Magnesium alloy

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Sunada，T.Tsugawa，H.Notoya
  7. Improvement of corrosion resistance of magnesium alloy by re-anodizing

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Fukuoka，H.Asoh，K.Inokuchi，O.Mizuno，S.Ono
  8. Formation of anticorrosive film on magnesium alloy by two step processes

     ･･････････････････････････････････････････････････････････  R.Kudou，T.Ohmi，M.Sakiyama，T.Ishizaki，M.Sakamoto
  9. Corrosion resistance of paint coating AZ91D magnesium alloy exposured for 20 years in Choshi of  the Pacific Ocean climate

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Konno，K.Nishinaka，M.Senzaki，H.Umehara
  10. Corrosion characteristics of pure magnesium materials produced by MM-SPS method

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Watabe，M.Kubota
  11. Influence of mechanical alloying on corrosion resistance and biocompatibility of Ti-HAp composite materials

     ････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Asoh，H.Tanigawa，T.Ohno，M.Kubota，S.Ono
  12. Titania coating on beta-type titanium alloy by anodizing in concentrated phosphoric acid aqueous solution and its osteoconductivity

     ･･････････････････  D.Yamamoto，K.Kuroda，R.Ichino，M.Okido，T. Akahori，M.Niinomi，M.Ueda，M.Ikeda，Y. Koyanagi
  13. Influence of temperature on high temperature oxidation of Al-Mg alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Yamauchi
  14. Zincate treatment and electroless nickel-phosphorus plating on binary aluminum alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Murakami，M.Hino，D.Yokomizo，T.Kanadani
  15. Zincate treatment and electroless nickel-phosphorus plating on aluminum-magnesium-zinc alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Murakami，M.Hino，S.Ohara，T.Kanadani
  16. Self-healing corrosion protective polymer coatings for aluminum

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Yabuki，H.Okuno
  17. Behavior of hydrogen invading aluminum alloys through second-phase particles

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  G.Itoh，T.Watakabe，Y.Hatano
  18. Effect of intermetallic compound particles on the behavior of releasing hydrogen in some aluminum alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Nakano，T.Watakabe，G.Itoh
  19. Height measurement of steps between neighbor grains with different  crystallographic orientation planes after corrosion in ultra high-purity al

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Sato，Y.Takayama，H.Watanabe
  20. Effect of chloride concentration and potential on propagation behavior of simulated-pit for aluminum

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Haruna，M.Nishikawa
  21. Analysisi of corrosion behavior for alunium and its alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  O.Seri
  22. Effect of cations on corrosion behavior of 3000-Al alloy in low Cl- containing solutions

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M. Sakairi，K.Otani
  23. Effect of Mg contents on intergranular corrosion of Al-Mn alloys 

     ････････････････････････････････････････････････････････  H.Teramoto，T.Toyama ，A.Niikura ，A.Fukumoto，Y.Ooya 
  24. Effects of sulfur oxoacids ion on corrosoion of aluminum alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Oya，Y.Hara，Y.Kojima
  25. Effects of combination of corrosion inhibitors for aluminum alloys in weak alkaline solutions

     ･･････････････････････････････････････････････････････  H.Tanaka，M.Takayanagi，O.Ryota，T.Koyama，M.Yonemitsu
  26. Effect of NaCl, MgCl2 and CaCl2 on corrosion of Al-Mg-Si alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Fujimura，T.Koyama，H.Uchida
  27. Pitting corrosion resistance of brazing sheet clad with Zn content filler in low Cl - ion concentration atmosphere

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Kuroda，M.Yoshino，S.Iwao，M.Edo
  28. Influence of alloying elements on corrosion resistance for pre-coated aluminum fin-stocks

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Toyoda，Y.Ota，T.Shimizu，K.Tateyama
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  29. Effect of　inner wax on lubricity of pre-coated aluminium sheets
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Hatsuno，M.Yonemitsu

  30. Temperature distribution in 1050 aluminum sheet during friction stir spot welding
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Shibayanagi，A.Ueno

  31. Process of friction reversal stir welding on aluminum alloys
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Katsuragi，T.Shinoda，K.Tani

  32. Mechanical properties of friction stir welded joint of AZ91D magnesium alloy die cast
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  D.Nakama，K.Yoshihara，K.Katoh

  33. Mechanical properties of friction lap welded AZ61 magnesium alloy joint
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Seo，D.Nakama，K.Katoh

  34. 5052/6061 aluminum alloy thin sheet friction seam butt welding
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  W.Nakamura，N.Seo，D.Nakama，K.Katoh

  35. Investigation of optimum welding conditions and joint property for friction welding on aluminum alloy deformed by ECAP
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Aoki，S.Yada，E.Endo，K.Kazuyoshi，D. Nakama

  36. Consolidation of 1050 aluminum chip by friction welding
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Otsuka，D.Nakama，K.Katoh

  37. Influence of rolling conditions on cladding in hot rolling of aluminum alloy
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Yukawa，Y.Takahashi，T.Ishikawa，Y.Funato

  38. Injection molding characteristics by difference of mold material using rapid heating and cooling mold system
     ･･････････････････････････････････････････  Y.Matsui，H.Yamagata，M.Niikawa，M.Kinoshita，T.Yamawaki，W.Oikawa

  39. Effect of flare-crack on heat transfer performance of heat exchanger for room air conditioner
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Sato

  40. Effect of Si content on flow behavior of Al-Si filler alloy during brazing
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Edo，H.Miyake，S.Kuroda

  41. Influence of brazing condition on flow behavior of liquid Al-Si filler between brazed components
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Izumi，T.Ueda

  42. Aluminum foam, "ALPORAS": Productioｎ process, properties and applications
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T. Miyoshi
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