
  1. Effect of specimen size on compressive properties of aluminum foams
     ･･･････････････････････････････････････････････････  Y.Suzumura，Y.Kume，M.Kobashi，N.Kanetake，T.Miyoshi，F.Ono

  2. Evaluation of forming condition and compression characteristic of A6063 porous aluminum alloy and AZX912 porous magnesium alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Takematsu，T.Aida，N.Takatsuji

  3. Compression properties of porous Ti6Al4V alloy prepared by sintering
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Aoyagi，D.Igarashi，T.Matsuya

  4. Oxidation of TiAl alloys with beta-Ti phase
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Niinobe，S.Endo

  5. Effects of Compressive torsion processing conditions on consolidation behavior of CNF/Al composite powder
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Kimura，Y.Kume，M.Kobashi，N.Kanetake

  6. Production of Al-Al2O3 nanocomposites by High-Pressure Torsion
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Ashida，Z.Horita，T.Kita，A.Kato

  7. Effect of Ti and TiN on synthesizing process of in situ AlN/TiB2 composite
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Sakai，M,Kobashi，N.Kanetake

  8. Superconductive property and microstructure of extruded φ1mm wire of MgB2/Al composite material made with ground MgB2

     ･･････････････････････････････････  M.Mizutani，K.Matsuda，K.Nishimura，T.Kawabata，Y.Hishinuma，S.Aoyama，S.Ikeno
  9. Effect of La addition on microstructure in a metastable beta Ti-6.8Mo-4.5Fe-1.5Al alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Sakamoto，D.Okada，K.Nakai，S.Kobayashi
  10. Formation process of β' phase in a metastable beta Ti-6.8Mo-4.5Fe-1.5Al alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Sakamoto，Y.Higaki，K.Nakai，S.Kobayashi
  11. Effect of solute oxygen on mechanical properties of Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr for biomedical applications

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Nakai，M.Niinomi，F.Geng
  12. Design and evaluation of mechanical characteristics of Ti-Fe-Cu alloys with high strength and high Young’s modulus

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kawasaki，M.Niinomi，M.Nakai
  13. Isothermal aging behavior in Ti-Mn-Fe alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Kinoshita，M.Ikeda，M.Ueda，M.Ogawa
  14. Effect of heat treatments on acceleration or suppression of α" phase formation in Ti alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Kobayashi，T.Yamamoto，K.Nakai，T.Sakamoto
  15. Effect of alloying elements on the formation of α" and athermal ω phases in Ti alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Wakamoto，S.Kobayashi，K.Nakai，T.Sakamoto
  16. Effects of growth and dissolution processes of ω phase on α phase formation in Ti alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Takeichi，S.Kobayashi，K.Nakai，T.Sakamoto
  17. Development and evaluation of bioactive coating for Ti alloys by using mother-of-pearl shell

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Ui，S.Kobayashi，K.Nakai，T.Sakamoto
  18. Effect of deformation-induced phase on mechanical properties of Ti-Cr alloys for spinal fixation devices

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  X.Zhao，M.Niinomi，M.Nakai
  19. Fabrication of Ti-based Composites by High-Pressure Torsion

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Edalati，Z.Horita
  20. Detection of solidification defects on levitation melted Ti castings and development of βtype Ti alloys with high strength

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Matsugi，K.Shizuma，Y.B.Choi，G.Sasaki
  21. Blazing of industrial pure titanium by a variety of titanium filler metal and its corrosion resistance evaluation test

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Sakamoto，S.Takahashi，K.Kanda，K.Watanabe
  22. Microstructure control in surface layer of titanium sheet by friction roll surface processing with different applied planes and directions

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ougiya，Y.Takayama，H.Kato，H.Watanabe
  23. Depth profiling of trace low-melting-point metals in high-purity aluminum foils by GD-OES

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Ito，S.Kuroiwa，N.Arai，H.Okada
  24. Detection of hydrogen evolution during fatigue deformation of 6061 and 7075 aluminum alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Horikawa，H.Yamada，H.Kobayashi
  25. Effect of ion-plating on hydrogen detection by means of microprint technique

     ････････････････････････････････････････････････････････････  H.Iwahashi，K.Saitoh，G.Itoh，T.Shikagawa，T.Tsutsumi
  26. Visualization of hydrogen in electrolytically charged 6061 and 7075 aluminum alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Tsutsumi，T.Watakabe，G.Itoh，N.itoh
  27. Effect of Mg content on age hardening property of Al-10%Si-X%Mg casting alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kitamura，M.Furui，S.Ikeno，N.Sakai，S.Saikawa
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  28. Effect of Mg content on age hardening property of Al-10%Si-X%Mg alloy sand castings
     ･･･････････････････････････････････････････････････････  K.Morita，T.Kitamura，M.Furui，S.Ikeno，N.Sakai，S.Saikawa

  29. Effect of demolding temperature on aging behavior in Al-10mass%Si-0.3mass%Mg permanent mold castings 
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Takada，M.Furui，S.Ikeno，S.Saikawa，N.Sakai

  30. Effect of demolding temperature on aging behavior in Al-10mass%Si-0.3mass%Mg alloy cast into sand mold
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kano，M.Furui，S.Ikeno，S.Saikawa，N.Sakai

  31. Mechanical properties and fracture behaviors of Al-Cu system alloys in mushy zone
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Sakaguchi，M.Tsunekawa，Y.Watanabe

  32. Preparation of sand mold Al casting alloy by counter pressure casting prosess 
     ･･････････････････････････････････････････････････････  K.Fujii，T.Yachi，N.Sunayama，K.Komai，T.Kawabata，K.Matsuda，S.Ikeno

  33. Mold filling property and microstructure of thin-walled AC4C castings using low mold temperatures.
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Yamagata，Y. Miwa，M.Nikawa

  34. Fabrication of Mg-Mg2Si FGM by a reaction centrifugal mixed-powder method
     ････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Watanabe，M.Shibuya，H.Sato，E.Miura-Fujiwara，S.Kawamori

  35. Casting of five layers of aluminum alloy clad strip using a vertical type tandem twin roll caster
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  R.Nakamura，K.Shinchi，T.Haga，S.Kumai，H.Watari

  36. Casting of Aluminum Alloy Strip by an Improved Single-Roll Caster
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Akitsu，K.Kamakura，T.Haga，S.Kumai，H.Watari

  37. Microstructure and mechanical properties of high-speed twin-roll cast Al-11%Si-2.5%Cu alloy plates
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Hoshino，Y.Harada，S.Kumai

  38. Casting of 6000 series aluminum alloy strips using a vertical type high-speed twin roll caster equipped with 1000mm of diameter rolls
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Todo，T.Haga，S.Kumai，H.Watari

  39. Effects of various conditions on refinement of primary Si by ultrasonic treatment
     ･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Oda，I.Yamamoto，H.Okada，S.Komarov，Y.Ishiwata

  40. Effect of Mg and Si content on hot tearing tendency of Al-Mg-Si casing alloys
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Maeda，M.Furui，S.Ikeno，N.Sakai，S.Saikawa

  41. Influence of Fe and Fe/Mn combined additions on semi-solid microstructures of Al-Mg-Si alloys produced by D-SSF process
     ･････････････････････････････････････････････････････････  Chakkrist Phongphisutthinan，H.Tezuka，E.Kobayashi，T.Sato

  42. Effect of three-step aging on properties of  Al-Zn-Mg-Cu-Zr alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Hayashi
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