
1. Analysis of infiltration behavior of molten aluminum alloy to reinforcement preform with low-pressure
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  G.Sasaki,T.Yamanaka,K.Matsugi

2. Microstructure and superconducting property of extruded MgB2/Al composite material
     ･････････････････････････････････････････････  M.Morobayashi,K.Matsuda,S.Aoyama,K.Nishimura,S,Ikeno,Y.Yabumoto,Y.Hishinuma

3. Fabrication of a piezoelectric ceramic fiber/aluminum composite and its characterization
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Asanuma,N.Takeda,T.Chiba,H. Sato

4. Mechanical properties of 6061 aluminum alloy matrix composites including gummetal powder
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Hirose,S.Nakajima,K.Horikawa,H.Kobayashi

5. Fabrication of nitride ceramic composite by reactive infiltration of the titanium nitride powder with molten aluminum
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kobayashi,T.Oda,M.Kobashi,N.Kanetake

6. Combustion synthesis of TiC-based hard alloy and its mechanical properties
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kojima,K.Matsuura

7. Effects of process condition on pore morphology in porous Al-Si alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Aoyagi,A.Gocho,S.Kamado,Y.Kojima

8. Mechanical property of metal fiber reinforced Mg alloy composites
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Uozumi,K.Kobayashi,C.Masuda,M.Yoshida,G.Sasaki,T.Shiraishi

9. [Keynote]
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････   G.J. Shiflet

10. A Comparison Between Low Density Mg- and Al-based Metallic Glass Ribbons
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  G.J. Shiflet,S.J.Poon,F.Q.Guo

11. Non-equilibrium nano-structures and mechanical properties of melt-spun Al-Ni-Gd metallic glasses
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Hirosawa

12. [Keynote]
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Kimura

13. Fracture toughness of extruded Mg-Zn-Y alloy containing quasicrystal phase
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Somekawa,A.Singh,T.Mukai

14. The manufacturing condition and the characteristic of RS Mg97Z1Y2 alloy by single-roller melt spinning technique
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Okouchi,S.Matsumoto,M.Nishida,Y.Kawamura,K.Enomoto

15. Microstructures and mechanical properties in Mg-Y-Zn alloys microalloying fourth element.
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Suzuki,K.Tsuchida,K.Maruyama

16. [Keynote]
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Mukai

17. Synthesis of high-strength Al-Fe alloy by mechanical milling and spark plasma sintering
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Sasaki,T.Mukai,K.Hono

18. Synthesis of Al85Ni10La5 alloy by spark plasma sintering
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Sasaki,M.Wollgarten,K.Hono

19. [Keynote]
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kawamura

20. Microstructure and mechanical properties of LPO phase-containing Mg-Zn-RE alloys produced by consolidation of rapidly solidified ribbons
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kawamura,M.Kim,Y.Sakamoto,M.Yamasaki

21. Mechanical properties and microstructure evaluation of extruded Mg-Zn-Y with long period ordered structure
     ･････････････････････････････････････････････････････  M.Yamasaki,H.Tamagawa,K.Hagihara,Y.Umakoshi,K.Higashida,Y.Kawamura

22. Passivation of rapidly solidified Mg-Zn-Y alloys with long period　ordered structure by addition of fourth element
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Izumi,M.Yamasaki,Y.Kawamura

23. Investigation on concentration of hydrogen trapped in micro pores in an aluminum alloy
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  T.Hidaka,H.Toda,M.Kobayashi,T.Kobayashi,K.Uesugi,K.Horikawa

24. Effect of exposure to an SO2 atmosphere on the hydrogen absorption behavior in Al-Mg alloys during subsequent annealing
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Umeda,Y,Kato,G.Itoh

25. Effect of fabrication conditions and Cr,Zr contents on the grain structures of 7075 alloy used for hydrogen gas vessel’s liner
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Pizhi Zhao,T.Kobayashi,T.Tsuchida

26. Aging behavior after room temperature rolling of 6000 series Aluminum alloys
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Nagai,K.Muramatsu,S.Komatsu

27. Improvement of mechanical property of Al-Mg-Si alloys by two rapid heating step aging
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Motoe,H.Toda,M.Kobayashi,T.Kobayashi
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 28. Effect of pre-aging on precipitation behavior at RT in Al-Mg-Si alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Takata,M.Saga,K.Ushioda,J.Takahashi,A.Hibino,M.Kikuchi

 29. HRTEM observation of the rod shaped metastable phase at underaging in Ag added Al-Mg-Si alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  J.Nakamura,K.Matsuda,T.Sato,Y.Nakamura,S. Ikeno

 30. Effect of step-quenching treatment and reversion treatment on low-temperature aging of Al-Mg-Si alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Irikura,Y.Nakayama

 31. Development of very strong cube recrystallization textures in an AA6111 Al alloys
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Inagaki,S.Suzuki

 32. Analysis of recrystallization process of pure aluminum foil by in-situ heating EBSP tecnique
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Ikeda,N.Takata,Y.Miyata,H.Nakashima

 33. Precipitation and control of recrystallization textures in Al-Mg-Si alloys
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kashihara,H.Inagaki

 34. Microstructure of Al-3mass%Mg alloy spot heated utilizing a fiber-laser system
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Shibayanagi,T.Matsumoto,Y.Soga,M.Tsukamoto,N.Abe

 35. Influence of large particles in hyper-eutectic Al-Si alloys on high-cycle fatigue
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Aoki,M.Nakamoto,O.Umezawa,Y.Morishita

 36. Characteristics of eutectic system Al-Si alloy billets produced by various continuous casting process
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Takagi,Y.Uetani,M.Dohi,T.Watanabe,T.Yamashita,S.Ikeno

 37. Fabrication of hypereutectic Al-Si alloy billet by continuous casting process used a heat insulating and rapid cooling mold
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