
  1. Crystallization behavior of nano-crystalline MgAl alloy prepared by ball-milling and hydriding properties
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Abe，T.Nobuki，T.Kuji

  2. Preparation of titanium matrix composites by spark sintering and their friction and wear characteristics
     ･････････････････････････････････････････････  K.Matsugi，G.Sasaki，Y.B.Choi，O.Yanagisawa，D.C.Li，H.Kuramoto，T.Oki

  3. Consolidation of ADC12 alloy chip by compressive torsion processing
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Takahashi，Y.Kume，M.Kobashi，N.Kanetake

  4. Development of high strength P/M aluminum alloy by means of high-velocity impact compression 
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  K. Horikawa，S. Makino，K. Watanabe，H. Kobayashi

  5. Effect of heating profile on pore morphology of porous magnesium
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Kobashi，K.Maehara，N.Kanetake

  6. Effect of heating condition on foaming behavior of aluminum sheet precursor
     ･･････････････････････････････････････････････  M.Noguchi，K.Kobashi，N.Kanetake，K.Yamana，M.Tanisawa，K.Kinoshita

  7. Effect of precursor preparation conditions on pore morphology of Al-Ti foams
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Inoguchi，M.Kobashi，N.Kanetake

  8. Solutionizing and ageing behaviors in porous aluminum with high alloying contents
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Takami，H.Toda，M.Kobayashi，K.UesugiY.Suzuki

  9. Fabrication of lotus-type porous Al-Cu alloy by continuous casting technique
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S. Suzuki，T.B. Kim，H. Nakajima

  10. Effects of fabrication parameters on the continuous casting of lotus-type porous Al-Si alloy using the thermal decomposition reaction
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.B.Kim，S.Suzuki，H.Nakajima

  11. Role of thickening method on aluminum foam fabrication by melt route
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kadoi，H.Nakae

  12. Effect of heat treatment on the mechanical properties of porous AZ91 magnesium alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Oyama，K.Kitazono

  13. Enhancement of energy absorption of porous aluminum by surface treatment using resin
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K. Kitazono，R. Suzuki，Y. Inui

  14. Effect of skin layer on compressive properties of porous aluminum
     ･･････････････････････････････････････････････････  K.Isomura，Y.Kume，M.Kobasi，N.Kanetake，Y.Kamimura，S.Okaniwa

  15. Microstructures and mechanical properties of porous Ti6Al4V alloy by powder sintering 
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Aoyagi，S.Kamado，Y.Kojima

  16. Anisotropy of the thermal conductivity for aluminum alloy foam having anisotropic discoid pore
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  R. Suzuki，K. Kitazono

  17. Manufacturing of aluminum foam recycled aluminum foil chips by the spacer method
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  J.Sasaki，K.Kitazono

  18. Reactive infiltration of molten magnesium in SiO2/Al2O3 blended powder preform
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Yamada，M.Kobashi，N.Kanetake

  19. Microstructure of aluminum composite by reactive infiltration with the titanium oxide agent
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Asai，M.Kobashi，N.Kanetake

  20. Characterization of piezoelectric ceramic fiber/aluminum composites
     ････････････････････････････････････････････････････････････  H.Asanuma，T.Yanaseko，J.Kunikata，T.Chiba，S.Kishimoto

  21. Guided bending of aluminum alloy honeycomb structures
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  F.Kanno，Y.Takayama，H.Kato，H.Watanabe，H.Hino

  22. Deformation behavior in bending of aluminum alloy honeycomb structures (1st report)
     ････････････････････････････････････････････････････････････････  H. Hino，Y. Takayama，H. Kato，H. Watanabe，F. Kanno

  23. Control factors of thermal conductivity of MWCNT, CF/Al composites
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Inoue，K.Nakanishi，M.Yoshida，H.Uozumi，T.Tsukada

  24. Influence of fiber diameter on thermal conductivity of MWCNT,CF/Al composites
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Uozumi，M.Yoshida，K.Nakanishi，K.Inoue，T.Tsukada

  25. Effect of dispersion of carbon nano fiber on properties for pure aluminum matrix composite
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  G.Sasaki，W. Ariff ，Y.Choi，K.Matsugi

  26. Development of "MAXUS" aluminum matrix composite
     ･･････････････････････････････････････  Y.Kamimura，S.Okaniwa，K.Sanada，T.Yamazaki，T.Nishiyama，M.Sonoda，H.Ishii

  27. A Promotive Effect of the Co-existence of Massive and Powdery Aluminum on its Nirification
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y. Oya-Seimiya，T. Shinoda

  28. Crystallographic orientation relationship between discontinuous precipitation and the matrix in commercial Mg Alloys
     ･････････････････････････････  T.Gonoji，K.Fujii，K.Matsuda，T.Kawabata，Y.Uetani，S.IkenoT.Kawabata，Y.Uetani，S.Ikeno
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  29. HRTEM observation of microstructure in Mg-Zn alloy aged up to maximum hardness stage
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T. Kawabata，K. Matsuda，S. Ikeno

  30. Variations of age-hardening response and microstructure in Mg-Ca alloys with Zn addtions
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Watanabe，T.Sasaki，C.Mendis，K.Oh-ishi，K.Hono

  31. Precipitation sequence in Mg-Gd-Sc alloys aged at different temperature
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Fukumori，T.Kawabata，K.Matsuda，S.Ikeno

  32. Fatigue properties of Mg-Gd-Cu-Zn-Zr casting alloy
     ･･････････････････････････････････････････････････････････  T.Ozaki，Y.Kuroki，K.Yamada，S.Maki，S.Kamado，Y.Kojima

  33. Microstructures and high temperature tensile properties of AZ91D magnesium alloy based composites reinforced with Si-coated CNF
     ････････････････････････････････････････････････  K.Nagai，T.Honma，S.Kamado，Y.Kojima，K.Arai，A.Kato，M.Suganuma

  34. Effect of texture on the mechanical properties and formability of AZ31 magnesium alloy sheets
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Nakaura，J.Sugimoto，A.Watanabe

  35. Effect of twin formation by repetitive bending on texture of AZ61 magnesium alloy sheet
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Sunaga，Y.Tanaka，M.Asakawa，M.Katoh，M.Kobayashi

  36. Stability and formation process of Stacking faults in an Mg-Y-Zn alloy
  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M. Suzuki，K. Maruyama
  37. Effect of ratios of Dy to Gd on microstructures and mechanical properties of Mg-RE（Gd, Dy）-Zn casting alloys
  ･･････････････････････････････････････････････  S.Maki，T.Ozaki，T.Kabasawa，S.Kamado，K.Yamada，Y.Kojima，Y.Kuroki
  38. Microstructure and mechanical properties of Mg-TM-Y(TM=Ni,Cu) system alloys
  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Moriyama，T.Itoi，Y.Kuroda，M.Hirohashi
  39. Mechanical Properties and its deformation structure of Mg-Ni-Y alloy
  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Itoi，H.Moriyama，Y.Kuroda，M.Hirohasi
  40. Influence of performance with corona discharge processing on magnesium alloy surface
  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Nimura，M.Takaya
  41. Coating hardness of magnesium alloys anodized film by caustic alkalies
  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Takai，Y.Jitsukawa，Y.Sakamoto，M.Takaya
  42. Electrochemical behavior of AZ91D magnesium alloy with surface treatment
  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Hiramitsu，T.Koike，M.Okido
  43. Analysis the surface state developed luster on magnesium alloy surface with or without acid aqueous solution treatment.
  ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M. Ohara，Y. Takigawa，K. Higashi
  44. Structural control of Mg-Ni alloy film prepared ion beam sputtering
  ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Meguro，A.Mitsuo，K.Murata，M.Murakami
  45. Test methods to obtain elevated temperature mechanical properties of heat-resistant Mg alloys for prediction of solidification cracking
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