
  1. Pressureless infiltration process of SiC/Mg composite using Ti powder as infiltration assistant
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Kobashi,Y.Kajita,N.Kanetake

  2. Fabrication process of MWCNT/Al,Mg alloy composites
     ････････････････････････････････････････････････････････････  H.Uozumi,M.Yoshida,H.Sakamoto,T.Tsukada

  3. Aging and mechanical properties of aluminum borate whisker reinforced AZ91D magnesium alloy composites
     ････････････････････････････････････････････････  G.Sasaki,K.Maruo,W.Wenguang,K.Matsugi,O.Yanagisawa

  4. Microstructure and superconducting property of extruded MgB2/Al composite material rod
     ････････････････････････････････････････････  M.Morobayasi,T.Saeki,K.Matsuda,K.Nisimura,K.Mori,S.Ikeno

  5. Heat treatment behavior of Ti-Cr binary system alloys
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Doi,M.Ikeda,M.Ogawa

  6. Aging behavior and mechanical properties of Ti-Nb-Ta-Zr-O system alloys
     ･･････････････････････････････････････････････････････  H.Ishikawa,M.Niinomi,T.Akahori,H.Toda,M.Ogawa

  7. Effect of aging treatment on mechanical properties of cast beta type titanium alloy for dental applications
     ････････････････････････････････････････････････････････  Zuldesmi,M.Niinomi,T.Akahori,H.Toda,M.Ogawa

  8. Surface hardening treatment and frictional wear characteristics of beta type titanium alloy for biomedical application
     ･････････････････････････････････････････････････････  T.Akahori,M.Niinomi,H.Nishimura,H.Toda,M.Ogawa

  9. Effect of deformation mode on serrations and stretcher-strain marks
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Agata,Y.Nakayama

 10. Effect of strain aging on serration of 5083 alminum alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Yoshida,Y.Nakayama

 11. Effect of bismuth addition on impact tensile properties at elevated temperatures in Al-5%Mg alloys containing trace
　 　　of sodium

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Yamada,K.Horikawa,H.Kobayashi
 12. Properties of high strength 2013 alloy capable to extrude thin complex shape for airframe

     ･･･････････････････････････････････････････････････････  K.Kato,H.Sano,T.Minoda,K.Kamimuki ,E.Noguchi
 13. Microstructure and mechanical properties of hypereutectic Al-Si alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Hisayuki,K.Kimura
 14. Tensile behavior of 5754-O and 6061-T4 sheets in 90% relative humidity environments

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  P.Zhao,T.Kobayashi,T.Tsuchida,S.Osaki
 15. Hydrogen embrittlement sensitivity of extruded sheets of 6061 aluminum alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････  S.Nakanishi,Q.Cui,T.Sakagami,A.Watanabe,S.Osaki
 16. Analysis of hydrogen behavior in commercial aluminum alloys in moist environment

     ･･････････････････････････････････････････････････････  A.Ajima,T.Tohyama,T.Izumi,G.Itoh,N.Itoh,Y.Sasaki
 17. Cooling air drilling of Ti-6%Al-4%V alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Sakurai,T.Sawai,K.Adachi,G.Kawai
 18. Drilling characteristics on Mg-Li alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････  K.Matsuzawa,S.Nagai,M.Ogawa,S.Kamado,Y.Kojima
 19. Redution of cutting force by applying ultrasonic vibration on pure aluminum lathing

     ･･･････････････････････････････････････････････････････  Y.Sano,K.Nakano,K.Aoki ,M.Ogawa,K.Matsuzawa
 20. Effect of Si addition on chipping characteristics of 6061 based aluminum alloys under two-dimensional cutting

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Yoshihara,K.Takai,S.Osaki
 21. Hot-workability and mechanical properties of Mg96Zn2Y2 alloy

     ････････････････････････････････････････････････････････････  T.Yamaguchi,T.Tsukeda,K.Saito,Y.Kawamura
 22. Structural analysｉs of deformation twin in poly and single-crystalline pure-magnesium

     ････････････････････････････････････････････････････  M.Takasuga,Y.Kuroki,J-T.Chou,K.Ikeda,H.Nakashima
 23. Surface modification of magnesium alloy by combination of high purity magnesium coating and fluorination or 
　　　oxidation  treatments

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Terawaki,A.Yamamoto,H.Tsubakino
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 24. Influence of rolling for corrosion resistance on magnesium alloy  
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  T.Ogawa,T.Onomoto,N.Sakamoto,M.Hirose

 25. HRTEM observation of the precipitation structures in Mg-12.0%Gd-1.9%Y-0.69%Zr alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････  T.Kawabata,K.Matsuda,S.Kamado,Y.Kojima,S.Ikeno

 26. HRTEM observation of the precipitates at early stage during aging in Mg-8.0%Gd-3.7%Y-0.76%Zr alloy
     ････････････････････････････････････････････  T.Kawabata,Y.Fukuda,K.Matsuda,S.Kamado,Y.Kojima,S.Ikeno

 27. HRTEM observation of the precipitates in Mg-16.9%Gd-0.51%Zr alloy
     ･･･････････････････････････････････････････  T.Matsuno,T.Kawabata,K.Matsuda,S.Kamado,Y.Kojima,S.Ikeno

 28. Microstructure change of Mg-Gd-Y-Zn-Zr alloy castings with solution treated
     ････････････････････････････････････････････  T.Ozaki,Y.Kuroki,K.Yamada,S.Kamado,Y.Kojima,M.Sasajima

 29. Precipitation hardening behavior of Mg-Sn-Zn alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Sasaki,K.Oishi,T.Ohkubo,K.Hono

 30. Properties of rapidly solidified P/M materials of ZK61 magnesium alloy containing Ca and Ce 
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  T.Kawada,M.Sugamata,M.Kubota,J.Kaneko

 31. Properties of magnesium-yttrium-zinc type large-scale casting alloy added grain refining element
     ･･････････････････････････････････････････････････  Y.Aoki,K.Oohori,T.Tsukeda,H.Yamada,K.Saito,Y.Ienaga

 32. Microstructures and mechanical properties of Mg-Al-Zn casting alloy diecastings
     ･････････････････････････････････････････････  H.Ishidzuki,S.Kamado,A.Yoshida,K.Itakura,T.Mibe,Y.Kojima

 33. The condition of unidirectional solidification for the production of feathery crystal billet of 7003 aluminum alloy 
　　　 by use of seed crystal

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Fujimoto,M.Furui,H.Anada
 34. Casting start condition of ocurrence for feathery crystal in 7003 aluminum alloy billet

     ････････････････････････････････････････････････････････  M.Kimura,D.Maehata,K.Nakada,M.Furui,H.Anada
 35. Effect of cooling rate on the iron solubility and mechanical property in high purity aluminum

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Shimizu,M.Furui,H.Anada
 36. Influence of impurity  for microstructure and mechanical property on hypo-eutectic Al-Si alloy
  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Ogawa,H.Era
 37. Reduction of alloy elements in aluminum scrap melt using a ceramics filter
  ･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Takahashi,M.Ueda,T.Takashima,Y.Shibata
 38. Casting of A6016 aluminum alloy strip using a twin roll caster with 1500mm of diameter rolls 
  ･･････････････････････････････････････････････････  T.Haga,H.Sakaguchi,H.Inui,S.Kumai,K.Suzuki,H.Watari
 39. Casting of AC4C aluminium alloy strip by an unequal diameter twin roll caster
  ･･････････････････････････････････････････････････  T.Haga,H.Inui,H.Sakaguchi,S.Kumai,K.Suzuki,H.Watari
 40. Effects of solidified structure on tear toughness of the high-speed twin-roll cast ADC12 aluminum alloy
  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Nagata,S.Kumai,A.Mukaiyama
 41. Microstructures of Al-Mn alloys produced by a high speed twin-roll caster
  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  I.Wada,H.Tezuka,T.Haga,T.Sato
 42. Effect of thermal history on the T5 treatment of high-pressure die-cast components
  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Yamagata
 43. Mechanical property of automobile piston with high-Ni aluminum alloy and die casting method
  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Tanihata
 44. Effect of strain on semi-solid structure of twisted AC4C aluminum alloy
  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Sugie,H.Anada,M.Furui
 45. Rheoextrusion of 2014 aluminum alloy slurry manufactured by using small diameter tube
  ･･････････････････････････････････････････････････････････  R.Nagata,Y.Uetani,H.Takagi,K.Matsuda,S.Ikeno
 46. Grain refinement and high temperature deformation in friction stir processed aluminum alloys and magnesium alloy
  ････････････････････････････････････････････････  Y.Takayama,H.Kato,H.Watanabe,T.Shibayanagi,K.Funami
 47. Fatigue properties of Al-6Mg alloys severely deformed by ECAP process
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