
  1. The influence extrusion temperature exerts on extrusion workability and mechanical properties of AZX912 magnesium alloy
     ･････････････････････････  M.Inoue，H.Ueda，H.Shimasaki，Y.Chino，X.Huang，T.Matsumoto，F.Kido，Y.Haruyama

  2. Microstructure and mechanical properties of AZX912 magnesium alloy processed by double extrusion
     ･･････････････････････････････････････････････････  X.Huang，Y.Chino，H.Ueda，M.Inoue，F.Kido，T.Matsumoto

  3. High-speed Extrusion and Flame Resistant Properties of Dilute Mg-Al-Ca-Mn Alloys
     ････････････････････････････････････････････････････  M.Ogawa，Y.Matsumoto，K.Shimizu，T.Nakata，S.Kamado

  4. Effect of Mn content on microstructures and tensile properties of high-speed extruded Mg-Al-Ca alloy system
     ･･････････････････････････  T.Nakata，R.Ajima，S.Kamado，Y.Matsumoto，K.Shimizu，S.Hanaki，T.Sasaki，K.Hono

  5. Effect of Cu and Zr addition on the mechanical property and microstructure in AZ91 extruded alloy
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  L.Ma，T.Sasaki，H.Huang，Y.Chino，K.Hono

  6. Microstructure observation and mechanical properties of Mg-TM-Y(TM=Cu,Ni,Co) alloy sheet.
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ishida，T.Itoi

  7. High strength and large elongation of flame resistance magnesium rolled plate by rolling process
     ･･････････････････････････････････････････････････････  M.Noda，Y.Fukuda，T.Ito，K.Suzuki，N.Saito，Y.Chino

  8. Effect of broadize in rolled sheet of flame resistance magnesium alloy
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Fukuda，M.Noda，Y.Hayakawa

  9. Effect of rolling condition on the microstructure and the mechanical properties of the  AZX811 magnesium alloy rolled sheets 
     ･････････････････････････････････････････････  N.Saito，K.Suzuki，Y.Chino，T.Ito，Y.Fukuda，M.Noda，Y.Gonda

  10. 【Keynote】Technology development trend of magnesium alloy for wrought productsin domestic and foreign
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Ohara，H.Komai

  11. Ripple formation and solidification structure in Mg-Al-Ca alloys castings
     ････････････････････････････････････････････････････････  M.Kanda，H.Kako，S.Saikawa，S.Ikeno，Y.Matsumoto，K.Shimizu

  12. Effect of heat treatment condition on plastic workability of Flame-resistant magnesium alloy
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Ito，M.Noda，S.Yanagihara

  13. Discrimination of defect types during FSW of flame-resistant magnesium alloy by AE method
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Ito，E.Yukutake，M.Enoki

  14. Welding process and fatigue strength in TIG welded joint of extruded Mg-Al-Zn-Ca alloy
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Miyashita，T.Nishimizu，K.Kokutani

  15. Effect of welding conditions on fatigue properties in MIG welded flame retardant magnesium alloys
     ･･･････････････････････････････  R.Matsushita，S.Ajihara，Y.Takigawa，M.Ueda，Y.Kinomoto，T.Uesugi，K.Higashi

  16. Texture in asymmetry double-sided Friction Stir Welding joint of magnesium alloy
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Ueji，M.Zhou，H.Fujii，T.Ishikawa

  17. Effect of fixture conditions at FSW joints of the flame-resistant magnesium alloy
     ･･･････････････････････････････････････････････  E.Yukutake，S.Ueda，R.Ueji，H.Fujii，T.Ishikawa，K.Hashimoto

  18. Evaluation of the mechanical properties of the hot extrusion material using flame resisting AZ series magnesium alloy subjected to 
          friction stir processing

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Fukushima，T.Aida，N.Takatsuji，S.Okita
  19. Investigation of corrosion properties for noncombustible magnesium alloys

     ･･････････････････････････  T.Matsumura，S.Namba，K.Kikuchi，Y.Hiyamori，Y.Taniguchi，H.Nomura，K.Nishinaka
  20. Effect of the anion on the corrosion characteristics of combustion-resistant magnesium alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････  M.Tsunakawa，R.Shiratori，N.Kamiyama，T.Ishizaki
  21. Effect of Ca contents in combustion-resistant Mg alloys on corrosion resistance of the film formed by steam coating 

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Shiratori，N.Kamiyama，T.Ishizaki
  22. Measurements of ignition temperature of various magnesium alloys by using differential thermal analyzer

     ････････････････････････････････････････････････････････････  K.Suzuki，N.Saito，X.Huang，M.Yuasa，Y.Chino
  23. Improvement in mechanical properties of rolled sheet from Mg-Al-Zn-Ca alloy machined chips

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Noda，M.Noguchi
  24. Grain refinment by friction stir processing in a long period stacking ordered Mg-Y-Zn cast alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Suzuki，M.Takemura，T.Kato
  25. Study on the deformation bands formed in the Mg-based LPSO phase

     ･･･････････････････  K.Hagihara，T.Okamoto，H.Izuno，T.Mayama，M.Yamasaki，T.Ohashi，T.Nakano，Y.Kawamura
  26. Deformation behavior right after rapid decrease or increase of indentation load in Magnesium based LPSO extruded alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Takagi，S.Itabashi，M.Fujiwara
  27. STEM analysis of the LPSO structure formed in several ternary Mg alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････  K.Yamashita，K.Inoue，K.Nagai，K.Tsuda，E.Abe
  28. Evaluation of the electroplating aluminum  film

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  J.Nishimura，H.Sakaida，K.Goto，A.Hosoe，Y.Nakai
  29. Electrochemical behavior of Li, Mg or Al in polar organic solvents of Dimethylsulfone group

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Suzuki，S.Kim，K.Kuroda，M.Okido
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  30. Control of Alloy Coating Composition Electrodeposited from EMIC Ionic Liquid Bath
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Sato，K.Azumi

  31. Development of the electrolyte for aluminum rechargeable battery
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Chiku，H.Takeda，E.Higuchi，H.Inoue

  32. evaluation of fatigue reliability of DLC/AlN hybrit surface treated A7075 alloys
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Nakamura，Y.Takamori

  33. Heat cycle fatigue property of Al-Si-Mg die cast alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Suzuki，T.Ito，Y.Kimura

  34. Effect of carbon addition on fatigue strength of AZ91D magnesium alloy 
     ･･････････････････････････････････････････････････  M.Hino，Y.Hashimoto，Y.Mitooka，K.Murakami，T.Kanadani

  35. High speed friction test of Aluminum alloy sheet
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Oki，S.Takahashi

  36. Improvement of friction and wear characteristics of the A7075 alloy by hardness gradient structure hybrid surface modification
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Nakamura，Y.Iwamoto

  37. 【Keynote】Deformation texture analysis by using EBSD method
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Suzuki

  38. Aluminum matrix texture in centrifugally cast Al-Al3Ti composites analyzed by electron back-scattering diffraction

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Watanabe，P.D.Sequeira，H.Sato，T.Inamura，H.Hosoda
  39. Formation behavior of texture in Al-1mass%Mn alloy during high temperature uniaxial compression deformation

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Okayasu，H.Fukutomi
  40. 【Keynote】Relation between texture formation and various properties of aluminum alloys

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Ikeda
  41. Prediction of in-plane anisotropy of bendability and r-value for aluminum alloy sheets

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Inoue
  42. Deformation analysis of aluminum alloy using homogenized crystal plasticity finite element method and its application to 

macro forming simulation
     ････････････････････････････････････････  T.Uemori，N.Tada，T.Nakata，K.Fujii，F.Yoshida，H.Takizawa，S.Narita

  43. Evaluation of local deformation in an aluminum alloy by image-based crystal-plasticity simulation
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Kouno，M.Kobayashi，H.Miura，H.Toda

  44. Changes in crystallographic orientation distribution and intragranular misorientation during superplastic deformation in 
7475 aluminum alloy
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Takayama，E.Kimijima，H.Watanabe

  45. Effect of multistage annealing on recrystallization textures of Al-Mg-Si alloy sheets  produced by combination of symmetric and 
asymmetric rolling
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     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Yoshino，S.Iwao，S.Muraishi，S.Kumai

  131. Temporal behavior of fillet formation in fluxless brazing
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Yamayoshi，Y.Itoh

  132. Synthesis of CoTiO3 by Corrosion by Ti

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Teramoto，D.Sasaki，Y.Niida，O.Seri
  133. Effect of bound water on stability of passive film on Ti

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Haruna，A.Nishimoto
  134. Surface hardening of Ti alloy by new plasma nitriding process

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Nishimoto，K.Nakazawa
  135. Fabrication of titania nanotubular layers and their applications

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Tsuchiya，Y.Fujinaga，S.Miyabe，S.Fujimoto
  136. Polarization and its analysis of Ti in H2O2+NH3 mixture solution

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Fuji，D.Sasaki，Y.Niida，O.Seri
  137. Effect of Polarization Hysteresis on Polarization Curve for Aluminum and its Alloy

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kawahara，D.Sasaki，Y.Niida，O.Seri
  138. Evaluation of Healing Ability of Self-Healing Coating Dispersed with Micro-Capsules

     ･･････････  M.Chiba，K.Anetai，H.Okuyama，M.Sugiura，C.Yamada，Y.Sato，S.Pletincx，H.Verbruggen，I.DeGraeve，H.Terryn
  139. Correlation between amount of bound water and pitting corrosion resistance of anodic oxide film formed on aluminum in 

borate buffer solution
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Miyazaki，A.Nishimoto，T.Haruna

  140. 【Keynote】Structure control of porous oxide films formed on aluminum by anodizing
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Ono，H.Asoh

  141. Sealing of anodic porous alumina film formed in phosphoric acid
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Kurihara，H.Hashimoto，H.Asoh，S.Ono

  142. Evaluation of aluminum anodizing film made by alternative current method
     ････････････････････････････････････････  T.Mimura，H.Pehlivan，S.Hasegawa，Y.Honkawa，T.Koyama，Y.Kojima

  143. Effect of metal cation on structure of passive films formed on Al alloys
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Sakairi，R.Sasaki，K.Otani，A.Kaneko

  144. Effect of cations on structure changes of corrosion products on aluminum alloys
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Otani，M.Sakairi，A.Kaneko

  145. Crystallization and structural change of anodic porousalumina membrane formed in phosphoric acid
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Shigehara，H.Hashimoto，H.Asoh，S.Ono

  146. α-alumina membrane with 30 nm pore diameter fabricated by anodizing and heat treatment
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Asoh，T.Masuda，H.Hashimoto，S.Ono

  147. Effect of Cu content on adhesive bond durability of 6000 series aluminium alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Kojima，Y.Ota

  148. Effect of TiN content on properties of W-TiN electrodes in spot-welding of aluminum
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ota，A.Kurumada，G.Itoh，S.Mukae

  149. Influence of some factors on the friction-induced reaction of 5052 aluminum alloy/ titanium.
     ･･････････････････････････････････････････････････････  Y.Takanohashi，Y.Takayama，T.Yamamoto，H.Watanabe

  150. Low temperature bonding of A5052 aluminum alloy by using metal salt coated Zn sheet
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Tomikawa，S.Koyama

  151. Joint characteristics of A2017/A2017 and A2024/A2024 lap joints fabricated by magnetic pulse welding
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Inoue，K.Okagawa，T.Itoi

  152. Weldability of 50%SiC particle dispersed Al composites and heat treatable aluminum alloys by lapped friction stir welding
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Koezawa，M.Aonuma

  153. Microstructure and thermal history at explosive welded pure aluminum/SS400 steel interface
     ･････････････････････････････････････････  D.Yamagishi，Y.Aizawa，J.Nishiwaki，Y.Harada，S.Muraishi，S.Kumai

  154. Effects of diffusion annealing and artificial ageing conditions on mechanical properties in Al-Zn-Mg clad sheet
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Sato，K.Matsumoto，H.Okuda

  155. Improvement of vibration damping capacity and frequency characteristic by using copper-clad magnesium wire for audio equipment
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ienaga，Y.Mizuno，T.Ito，K.Nakamura

  156. 【Keynote】Nanoclusters and controlled microstructure of precipitates in aluminum alloys
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Sato

  157. Elucidation of early-stage phase transformation behavior and nano-scale precipitate microstructures in aluminum alloys 
by 3DAP, SAXS and PA-CDB methods
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Hirosawa
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  158. The role of vacancies in the formation of nanoclusters in Al-Mg-Si alloys analyzed by positron annihilation techniques
     ････････････････････････････････････････････････････････････  S.Kani，H.Araki，M.Mizuno，T.Sato，A.Serizawa

  159. 【Keynote】Study of local state inside materials by using muon
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  W.Higemoto

  160. Natural aging effect on Al-Mg-Si alloys observed via muon spin relaxation
     ･･･････････････････････  K.Nishimura，K.Matsuda，T.Namiki，S.Lee，N.Nunomura，T.Matsuzaki，I.Watanabe，T.Sato

  161. Measurement of nanocluster change during natural aging in an Al-Mg-Si alloy by soft X-ray XAFS
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Adachi，H.Nakanishi，A.Hasegawa，M.Asano

  162. Time dependent magnetization of Al-1.6%Mg2Si

     ･･･････････････････････  D.Hatakeyama，K.Nishimura，T.Namiki，K.Matsuda，D.Yoshino，T.Matsuzaki，N.Nunomura
  163. 3DAP analyses of nanoclusters formed in Al-Mg-Si alloys  with different compositions

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････  S.Kim，E.Kobayashi，T.Sato，M.Kozuka，Y.Aruga
  164. First-Principles Calculations of Hydrogen in Aluminum Alloy Clusters

     ･････････････････････････････････････････････････････････  N.Nunomura，K.Nishimura，K.Matsuda，T.Matsuzaki
  165. Effects of Mg, Cu composition and trace addition of Si on nanocluster formation in Al-Mg-Cu alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Mihara，E.Kobayashi，T.Sato
  166. Age-hardening of an 6061 aluminum alloy pre-deformed by changing the strain rate

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Horikawa，T.Ogura，H.Kobayashi
  167. Influence of forging speed in Die-Quenching of Al-Mg-Si Alloy Billet 

     ････････････････････････････････････････････････････････････  K.Tada，R.Matsumoto，H.Utsunomiya，K.Matsuda
   168. Production of A2024/Al composites using High-Pressure Deformation

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Masuda，Y.Takizawa，M.Yumoto，Y.Otagiri，Z.Horita
  169. Strengthening of Age-Hardenable Aluminum Alloys  Using Severe Plastic Deformation under High Pressure

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Z.Horita
  170. Effect of Sn addition on the cluster in an Al-Mg-Si alloy with excess Si

     ････････････････････････････････････････････････････  H.Shishido，Y.Takaki，M.Kozuka，K.Matsumoto，Y.Aruga
  171. Observation microstructure in Al-Mg-Ge alloy with different aging temperatures

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Kawai，S.Lee，S.Ikeno，K.Matsuda
  172. Aging behavior and mechanical properties of A6061 aluminum alloy severely deformed by ARB process

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  D.Terada，T.Arai，J.Kawabuchi
  173. Aging behavior of ultra-fine grained Al-0.6%Si-0.6%Ge alloy fabricated using ARB process

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Nakagawa，T.Kanadani，N.Tsuji，D.Terada
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