
  1. 〔Keynote〕Effect of deformation temperature and strain rate on evolution of ultrafine grained structures during severe plastic deformation of
　　　　 aluminum

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Tsuji，S.Khamsuk，D.Terada，N.Park，H.Adachi
  2. 〔Keynote〕Development of novel wrought aluminum alloys concurrently strengthened by ultrafine-grained and precipitation hardenings

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Hirosawa，Z.Horita，K.Matsuda，D.Terada
  3. Deaformation Mechanism of Harmonic Structure Materials

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Ameyama
  4. Solid State Reaction of Al-Ni Bulk Nanostrutured Intermetallics Using High- Pressure Torsion

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Alhamidi，Z.Horita
  5. Microstructure control of cast Al-rich Al-Fe alloys by High-Pressure Torsion and the effect of post-deformation aging.

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  J.M.CuberoSesin，Z.Horita
  6. Aging behavior of ultrafine grained Al-Si-Ge alloys fabricated by ARB process

     ････････････････････････････････････････････････････  K.Nakagawa，T.Kanadani，N.Tsuji，D.Terada，T.Nakano，K.Nizam
  7. Evaluating creep property on a fine-grained Al-Mg solid solution alloy using indentation testing technique

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Yamanashi，H.Takagi，M.Fujiwara
  8. Effect of alloy compositions on the strength of HPTed Al-Zn-Mg alloys  

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Kuramoto，I.Aoi，T.Furuta
  9. Effect of HPT process on mechanical properties of Al-Zn-Mg-Cu and Al-Mg alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  I.Aoi，S.Kuramoto，T.Furuta
  10. Microstructure of Al-Zn-Mg alloy highly deformed by HPT process

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Adachi，K.Muraoka，E.Miura，T.Yamasaki，Z.Horita
  11. Exceptional mechanical properties of nanostructured intermetallics produced by HPT 

     ････････････････････････････････････  K.Edalati，S.Toh，H.Iwaoka，M.Watanabe，Z.Horita，D.Kashioka，K.Kishida，H.Inui
  12. Simultaneous strengthening of Al-Ag alloy by HPT processing and aging treatment

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Lee，Z.Horita
  13. Texture evolution in {112} <111> aluminum single crystal deformed by accumulative roll bonding process

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kashihara，Y.Tsujimoto，D.Terada，N.Tsuji
  14. Grain refinement of magnesium alloys by high speed torsion extrusiopn

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････  S.Mizunuma，T.Takeuchi，K.Mitsui，H.Okumua，M.Kohzu
  15. Fabrication and properties of the MDFed AZ80Mg alloy having 650MPa UTS

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Miura，W.Nakamura
  16. Ultrafine Grain Formation in b-Ti Alloys  by SPD Process

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Tsuchiya，B.Jiang，S.Emura，X.Min
  17. Grain refinement in biomedical α+β-type titanium alloys through precipitation of TiB

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Ueda，Y.Kimura，T.Narushima
  18. Grain refinement of low cost Ti-9Mn-1Fe-3Al alloys by slight of yttrium addition

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Ikeda，M.UEDA，A.Tomita，R.Kanmori
  19. Improvement in mechanical anisotropy of thin sheets of α+β-type titanium alloy for use in next-generation aircraft

     ･･････････････････････････････････････  M.Nakai，M.Niinomi，J.Hieda，Y.Nagasawa，T.Konno，Y.Ito，Y.Itsumi，H.Oyama
  20. Elastic anisotropy and low Young’s modulus in Ti-15Mo-5Zr- 3Al (mass%) alloy single crystal

     ･････････････････････････････････････････････････････  M.Todai，S.H.Lee，H.Hagihara，T.Nakano，M.Tane，H.Nakajima
  21. Evaluation of adhesiveness of HAp films synthesized by MOCVD method on biomedical beta-type titanium alloy with surface roughness
           control

     ･･･････････････････････････････････････････････････  J.Hieda，M.Niinomi，M.Nakai，T.Gozawa，H.Katsui，R.Tu，T.Goto
  22. Microstructures and mechanical properties of pure titanium material via powder metallurgy process using TiH 2 raw powders

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Mimoto，J.Umeda，K.Kondoh
  23. Removal of oxygen from Ti-based melts using metallic Ba

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Nishiwaki，K.Ueda，T.Narushima
  24. Anatase formation on Ti alloys by two-step thermal oxidation and its photocatalytic activity

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Sado，N.Umetsu，K.Ueda，T.Narushima
  25. Age-hardening behavior of deformed excess Mg-type Al-Mg-Si alloys

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ogawa，T.Nagai，T.Kawabata，K.Matsuda，S.Ikeno
  26. Effect of Ni,Co,Y or Gd addition on the age-hardening and precipitation in Al-Mg-Si alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  X.Fan，S.Wang，T.Kawabata，S.Ikeno，K.Matsuda
  27. Effect of Ag or Cu addition on age-precipitation in two step aged Al-Mg-Si alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････  Y.Oe，M.Tokuda，T.Nagai，T.Kawabata，S.Ikeno，K.Matuda
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  28. Effect of Cu and Ag addition on the precipitation structure of Al-Mg-Si alloy
     ･･･････････････････････････････････････････････････  M.Tokuda，T.Nagai，T.Kawabata，J.Nakamura，S.Ikeno，K.Matsuda

  29. Effect of Zr addition on annealing of electrically conducting aluminum wires
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  W.Yi，G.Itoh，H.Kuroda

  30. TEM observation of the precipitates in Al-Zn-Mg alloys with Si, Cu and Ag contents
     ･･･････････････････････････････････････････････  K.Watanabe，T.Kawabata，K.Matsuda，T.Yoshida，S.Murakami，S.Ikeno

  31. Effect of additional Cu and Ag contents on mechanical properties of Al-Zn-Mg Alloys
     ･････････････････････････････  N.Miura，K.Watanabe，T.Kawabata，K.Matsuda，T.Yoshida，S.Murakami，Y.Uetani，S.Ikeno

  32. Effect of precipitates on material properties in Al-Zn-Mg series aluminum extrusion materials.
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Yoshida，S.Murakami

  33. Current status and future of time-of-flight neutron diffraction bulk texture evaluation technique
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  P.G.Xu，K.Akita

  34. EBSD analysis of static and dynamic recrystallization at room temperature in pure aluminum
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Takayama，S.Suzuki，H.Kato，H.Watanabe

  35. Evolution of {111}<110> recrystallization texture during solution treatment in Al-Mg-Si alloy sheets fabricated by identical/differential 
          speed combination rolling process

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Inoue，Y.Mori
  36. Effect of dispersoids on recrystallization textures of extruded Al-Mg-Si alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Ihara，T.Shikama
  37. Effects of Mg and Si concentration and homogenization temperature on the recrystallization behavior after hot rolling of Al-Mn alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Inoue，Y.Aruga，K.Matsumoto，K.Tsuruda，K.Masada
  38. Effect of homogenization conditions on recrystallization behavior of twin-roll cast 3000 series alloy 

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Yoshino，S.Iwao，S.Kuroda
  39. Development of 3XXX series alloy sheet for aluminum honeycomb panel by twin belt caster

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Hirayama，T.Sasaki
  40. Effect of processing condition of multipass friction stir processing on the microstructure and mechanical properties of a 7075 aluminum
          alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Matsuda，G.Itoh，Y.Motohashi
  41. The effect of strain rate on the elongation of 1200 sheet

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Nakamura，M.Asano，H.Yoshida
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