
  1. Effect of alloying elements and microstructures on anneal-hardening in aluminum foil

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Suzuki，M.Endo，Q.Cui

  2. Effect of microstructure on cyclic bending deformation in aluminum

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Ikeya，H.Akiyama，T.Inoue，H.Fukutomi

  3. Thermal conductivity of CNF/Al composites

     ･･････････････････････････････････････････････････････････  G.Sasaki，Y.Omuro，R.Yamada，Y.Choi，K.Sugio，K.Matsugi

  4. Electrical conductivity of particle dispersed aluminum-based composites with image processing

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Sugio，N.Kawano，G.Sasaki

  5. Effects of T5 heat treatment conditions on electrical conductivity of Al-Si-Mg alloy Die Castings

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Shindo，T.Itou，Y.Kimura

  6. Thermal behavior of thin wall core pin with various cooling condtions 

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Takeda，N.Sakai，S.Orii

  7. Investigation of crystallization process for Al-6%Mg-3%Si system alloys addition of Sr

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Saikawa，K.Takai，G.Aoshima，S.Ikeno

  8. Effect of solute concentration on the microstructure of Mg-Al-Si alloys

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Shigenaga，S.Saikawa，S.Ikeno，N.Kawabe

  9. Microstructural characterization of Aluminum alloys by color metallography using Weck's reagent

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  L.Gao，Y.Harada，S.Kumai

  10. Effect of intermediate annealing and cold rolling reduction on development of texture in an Al-Mg-Si alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Hasegawa，H.Nakanishi，M.Asano

  11. Effect of Si content in core metal on sagging behavior during brazing heat cycle of aluminum clad fin

     ････････････････････････････････････････････････････････････  W.Nakagawa，N.Yamashita，S.Tanaka，A.Niikura

  12. Relationship between Ni content and intermediate annealing condition on heat exchanger fin stocks 

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Suzuki，T.Sasaki，Y.Owada，T.Anami

  13. Ridging phenomenon and small area plastic deformation analysis of 6000 series aluminum alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Nakamura，K.Ihara，Y.Takaki

  14. Influence the shot material on fatigue strength improvement of A5052 alloy by fine particle peening

     ････････････････････････････････････  K.Nambu，M.Kato，K.Inagaki，K.Hanamura，R.Ono，H.Kubota，S.Miyasaka

  15. Influence of fine particle peening on fatigue crack growth characteristics of the A5052 alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････････  K.Inagaki，K.Nambu，R.Ono，H.Kubota，S.Miyasaka

  16. Effects of test temperature and environment on fatigue of 6061 aluminum alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Mochizuki，R.Yamada，G.Itoh，A.Kurumada

  17. Deformation of 6066 and 6069 aluminum alloys at elevated temperatures

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Koizumi，J.Kobayashi，G.Itoh

  18. Effect of traces of sodium on the high temperature ductility of 5083 aluminum alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････  Y.Fujiwara，K.Tanigaki，K.Horikawa，H.Kobayashi

  19. Material modeling of 5000 series aluminum alloy sheet with differential work hardening and forming simulation of hole expansion

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  J.Kawaguchi，T.Kuwabara，T.Sakurai

  20. Material modeling of 6000 series aluminum alloy sheet based on biaxial tensile test and hole expansion simulation

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････  T.Mori，M.Asano，Y.Ueno，N.Uema，T.Kuwabara

  21. Scaling-up of High-Pressure Sliding Process for Grain Refinement and Superplasticity

     ･･･････････････････････････････････････････････････  Y.Takizawa，K.Fujimitsu，T.Masuda，M.Yumoto，Y.Otagiri，Z.Horita

  22. Mechanical Properties of Ultrafine-grained AA2024 Alloy Processed  by Large-scale High-Pressure Sliding

     ･･････････････････････････････････････････  T.Masuda，K.Fujimitsu，Y.Takizawa，M.Yumoto，Y.Otagiri，Z.Horita

  23. Age hardening behavior in uniaxial hot pressed AZ91D magnesium alloy before aging treatment

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Kitazono，K.Mitsuishi，K.Kitazono

  24. Age hardening behavior of Mg-Sc alloy

     ････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ogawa，D.Ando，T.Suzuki，Y.Sutou，J.Koike

  25. TEM observation in Mg-Gd-Y alloys as different RE addition

     ････････････････････････････  Y.Matsuoka，K.Watanabe，J.Nakamura，W.Lefebvre，S.Saikawa，S.Ikeno，K.Matsuda

  26. TEM observation of precipitation in Mg-Gd alloys aged at 423K

     ･･･････････････････････････････････････  T.Hamaguchi，Y.Matsuoka，K.Watanabe，S.Saikawa，S.Ikeno，K.Matsuda

  27. Effect of modification element on precipitates in Al-Si-Mg alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････  T.Yoshida，S.Murakami，M.Toyoda，M.Morinaka

  28. Aging behavior and precipitated structure of Al-7%Si-0.3%Mg alloy castings with water quenching and direct quenching 

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Komura，S.Saikawa，K.Matsuda，S.Ikeno
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  29. Mechanical properties and precipitates structure in 7000 series Al alloys with different Zn/Mg ratio and (Zn+Mg) contents. 

     ････････････････････････････････････  M.Nishi，F.Aoki，K.Watanabe，T.Yoshida，S.Murakami，S.Ikeno，K.Matsuda

  30. Effect  of  Cu  and Ag contents on precipitates structure in 7000 series Al alloys aged at 423K

     ････････････････････････････････････････････  K.Watanabe，F.Aoki，T.Yoshida，S.Murakami，S.Ikeno，K.Matsuda

  31. Effect of Cu contents on mechanical properties and precipitates structure in 7000 series Al alloys with different Zn/Mg ratio.

     ････････････････････････････････････  F.Aoki，M.Nishi，K.Watanabe，T.Yoshida，S.Murakami，S.Ikeno，K.Matsuda

  32. Age-hardening behavior in Cu-added excess Mg-type Al-Mg-Si alloys aged at 373K after HPT processed

     ･･･････････････････････  S.Maruno，T.Nejigaki，K.Watanabe，K.Matsuda，S.Saikawa，Z.Horita，S.Lee，S.Hirosawa，D.Terada

  33. TEM observation of precipitates in Cu-added excess Si-type Al-Mg-Si alloy after deformation.

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Nejigaki，S.Maruno，S.Ikeno，K.Matsuda

  34. Effects of Cu addition on work-hardening and artificial aging behavior in Al-Mg alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Tanaka，Y.Aruga，K.Matsumoto

  35. Effect of aging condition on age-hardening behavior in Al-Mn-Mg alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Aruga，Y.Tanaka，T.Moronaga

  36. Microstructural analysis including vacancies for nanoclusters in Al-Mg-Si alloys with different Mg/Si ratio 

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Serziawa，S.Yoshizaki，H.Araki，T.Sato

  37. Influence of quenching conditions on nanocluster formation and two-step aging behavior in Al-Mg-Si and Al-Zn-Mg alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.N.Kim，E.Kobayashi，T.Sato

  38. Effects of trace addition of Ag and Si on nanocluster formation in Al-Mg-Cu alloys

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Mihara，E.Kobayashi，T.Sato

  39. Aging effect on Al-Mg-Si alloys studied by muon spin relaxation method

     ･･･････････････････  K.Nishimura，K.Matsuda，N.Nunomura，R.Komaki，T.Namiki，T.Matsuzaki，I.Watanabe，T.Sato

  40. Observation of microstructure in Al-Mg-Ge alloy aged at 423K or 473K

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Kawai，K.Watanabe，S.Ikeno，K.Matsuda

  41. Effect of the steel sheet plating to strength of the iron/aluminum spot welding

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Tanaka，Y.Sugimoto，K.Nishiguchi

  42. Effect of Joining Conditions on Joint Strength in Molten Aluminum with Barium Titanate

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  I.Goto，D.Abukawa，K.Ohguchi，S.Aso

  43. Interfacial microstructure of SS400 steel stud/5052 aluminum alloy plate joints fabricated by high-speed solid-state joining method

     ････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Harada，H.Yamada，S.Muraishi，S.Kumai

  44. The evaluation technique of the joining interface and its inspection in clad rolling

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Fujimura，K.Fujioka

  45. Zinc vaporization behavior from fin stock during brazing.

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････  S.Iwao，Y.Imai，S.Nakanishi，M.Yoshino，M.Edo

  46. Destruction mechanism of the oxide film in brazing sheet for fluxless

     ････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Yamayoshi，Y.Itoh，Y.Yanagawa，S.Muto

  47. The Effect of Bi and Mg contents on filler for lap joint of aluminum vacuum brazing 

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Minami，K.Kobori

  48. Aging phenomena of Mg-containing aluminum clad alloy after brazing

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Kimura，Y.Shibuya，A.Tsuruno

  49. Behavior of hydrogen in a plasma-charged aluminum alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ota，M.Aoki，G.Itoh

  50. Effect of retrogression and re-aging treatment on the hydrogen embrittlement in an Al-Zn-Mg alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Komatsu，K.Kodzuka，T.Nakano，G.Itoh

  51. 3D/4D analysis of deformation behavior affected by hydrogen embrittlement in 7075 aluminum alloy

     ････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Kobayashi，H.Hoshino，H.Toda，H.Miura

  52. Hydrogen behavior in a deformed Al-Cu-Mg alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Fukasawa，T.Manaka，G.Itoh

  53. Assessment of  damage behavior of Al-4%Cu alloy via Diffraction-Amalgamated Grain-Boundary Tracking Technique

     ･････････････････････････････････････  T.Shimoji，H.Toda，Y.Tanabe，K.Tanaka，K.Uesugi，A.Takeuchi，Y.Suzuki

  54. Change in starting behavior of plastic deformation with grain refinement in pure aluminium

     ･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Higane，Y.Sato，H.Tobe，K.Kitazono，E.Sato

  55. Influence of intermetallic particles on fracture behavior of  Al-Zn-Mg-Cu allloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････  H.Su，T.Yoshimura，H.Toda，Y.Suzuki，K.Uesugi，A.Takeuchi

  56. Effect of texture on tensile properties of rolled Al-Zn-Mg-Cu alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Norikane，H.Nakanishi，N.Sakaguchi

  57. Effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of the compressive torsion processed 7150 aluminum alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････････････  T.Hosokawa，Y.Kume，M.Kobashi，N.Kanetake

  58. Mesoporous α-alumina membrane formed by anodizing in sulfuric acid and subsequent heat treatment

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Masuda，H.Asoh，S.Ono
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  59. Generation of intermetallic compounds by using AIH-FPP treatment with flux particle

     ･･････････････････････････････････････････  K.Murai，K.Suzuki，J.Komotori，K.Fukazawa，Y.Misaka，K.Kawasaki

  60. Effect of discharge structure on microstructure of coating by plasma electrolytic oxydation 

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  T.Yasui，T.Hironaga，K.Hayashi，M.Fukumoto

  61. Effect of copper concentration on DC-etching behavior of high-purity aluminum foil for capacitor use

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Shimizu，M.Katano

  62. Effect of carbon fiber on galvanic corrosion between pure aluminum 1050 and CFRP

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Sakai，C.Sakamoto

  63. A numerical simulation for effects of metal cations on a corrosion behavior of an aluminum alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････  H.Terauchi，T.Shimada，Y.Oya，T.Koyama，Y.Kojima

  64. Effect of acids on cathode reaction of aluminum

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Oya，T.Koyama，Y.Kojima

  65. Thermal desorption of fluorine from chromate and zirconium converted films

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Nose，T.Watakabe，N.Osawa

  66. Influence of resin film for galvanic corrosion of pre-coated aluminum fin-stocks and copper pipe

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Toyoda，N.Hattori，K.Tateyama
  67. Effect of additive elements on corrosion behavior of aluminum alloys in SO   3

2- ion environment

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Shoji，T.Tanaka，N.Yamashita

  68. Effect of Si addition on intergranular corrosion susceptibility for Al-Mn-Cu alloy after brazing treatment

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Yoshino，S.Iwao，M.Edo，H.Chiba

  69. Influence of β-phase on the initial pitting process of AZ91D magnesium alloy.

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  M.Kaidou，K.Imai，M.Hatakeyama，S.Sunada

  70. Effect of annealing condition on the electrochemical properties of AZ91 magnesium alloy deposited 

　　　　with aluminum sputtered deposition

     ･････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ishibashi，M.Nose，M.Hatakeyama，S.Sunada

  71. Effect of solution pH on characterization of thin film prepared on magnesium alloy by steam coating

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Kamiyama，T.Ishizaki

  72. 【Keynote】Review of R&D and future perspective of high temperature titanium alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Hagiwara
  73. Ca-O relation in molten titanium-copper alloys equilibrated with CaO-MgO-CaCl   2 flux at 1473 K

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  I.Seki，J.Tanabe，K.Nagata，T.Ashino

  74. Deformation texture and tensile property in bulk nanostructured ω-Ti produced by high-pressure torsion straining

     ･･････････････････････････････  Y.Todaka，N.Adachi，T.Idobata，T.Nakakita，M.Kanazawa，H.Suzuki，M.Umemoto

  75. 【Keynote】Improvement of mechanical performance of titanium alloys utilizing peculiar phase transformation

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Niinomi

  76. Crystallographical difference between α’ and α” phases in Ti alloys and the effect of alloying elements on their formation

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Kobayashi，G.Kotoula

  77. Influence of oxygen content on phase constitution and heat treatment behavior in Ti-Mn-oxygen alloys

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Ikeda，M.Ueda

  78. Long-term mechanical and biological biocompatibility of low-cost β-type Ti-Mn alloys for biomedical applications

     ･･･････････････････････････････････････････････････  K.Cho，M.Niinomi，M.Nakai，H.Liu，P.F.Santos，A.M.Liens，M.Ikeda

  79. Optimization on chemical composition of Ti-Cr-O alloys for achieving significantly changeable Young's modulus and 

　　　　good mechanical properties for spinal fixation applications

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Liu，M.Niinomi，M.Nakai，K.Cho，K.Narita

  80. Osteoconductivity of hydrophilic Ti surface and protein adsorptivity

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kuroda，Y.Yamaguchi，M.Okido

  81. Selectable surface nitridation on titanium using laser-induced plasma

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Ohtsu，M.Yamane

  82. Mechanical performance of Ti-Mn-Mo alloys for biomedical applications

     ･････････････････････････････････････････････････････････････  P.Santos，M.Niinomi，K.Cho，M.Nakai，H.Liu.

  83. 【Keynote】Improvement of oxidation resistance and high-temperature strength of high-temperature Ti alloys

     ････････････････････････････････････  Y.Yamabe-Mitarai，T.Kitashima，D.H.Ping，H.Murakami，M.Jayaprakash，K.S.Suresh

  84. Effect of Ga and/or Sn additions on creep strength and oxidation resistance of near-alpha titanium alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  T.Kitashima，Y.Mitarai，S.Iwasaki，S.Kuroda

  85. Effect of misfit strain on solid solution strengthening in α-Ti alloys from first-principles calculations

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  T.Uesugi，K.Tanaka，Y.Takigawa，K.Higashi

  86. Wear characteristics of Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr alloys having high oxygen content

     ････････････････････････････････････････････････････････････  Y.S.Lee，M.Niinomi，M.Nakai，K.Narita，K.Cho

  87. Effect of Mn and Cr addition on the microstructure formation and mechanical properties of Ti-(2.0, 2.5)at%Mo alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  G.Kotoula，S.Kobayashi
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  88. Martensitic transformation and shape memory effect in superplastic Ti-4.5Al-3V-2Mo-2Fe alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Tobe，E.Sato

  89. Effect of solid-solute oxygen on deformation behavior of beta-type Ti-Nb-Ta-Zr alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Nakai，M.Niinomi，K.Cho，H.Liu，X.Cong
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