
1. Time dependent electrical resistivity and magnetization on natural aging of Al-Mg-Si alloys
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3. Microstructure Observation of Al-7wt.%Si-0.3wt.%Mg casting alloy aged at 473K
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5. Effect of second-phase particles on crack initiation in tensile deformation of some 6000 series aluminum alloys.
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6. The effect of pre-ageing on the behavior of ageing at high temperatures for Al-Mg-Si alloy
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9. Effect of casting speed on solidification structures and crystal orientation of Al-3.8mass%Fe hypereutectic alloy OCC wires
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10. Influence of Iron addition on solidification microstructure of an Al-Ca alloy and its in-situ observation
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11. Effect of small amounts of additional elements on softening property of high-purity aluminum
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12. effect of si and fe content on the elongation of al-fe based alloy foils
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14. Microstructure and heat resistance in Mg-Al alloy with containing of Sr and RE
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15. Combustion behavior of the molten metal surface of AZ91 magnesium alloy
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17. Effect of extrusion conditions on deformation heating and microstructure of extruded Mg-Zn-Y-Al-La alloy with LPSO phase
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20. Microstructure observation of Mg-Y-Sc alloys aged at 473K
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21. Effects of forging conditions on microstructure and mechanical properties of pure magnesium
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22. Influence of carbon addition on mechanical properties of various magnesium alloys
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23. Study on forgeability of molded magnesium alloy AZX912
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25. Properties of Mg-CaO composite materials fabricated by powder metallurgy
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26. Numerical analysis of wall thickness variation in extruding of  aluminum alloys
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27. A　study on determination method of the heat transfer coefficients for extrusion simulation
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29. Improvement of Stretch Flangeability in Rectangular Burring Using Gradually Contacting Punch
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30. Orientation dependence of bending deformation behavior in pure magnesium
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Program
of

The 132nd Conference of Japan Institute of Light Metals

(May 20-21, 2017, Nagoya University)



  31. Effects of alloying elements on indentation behavior of Mg alloy single crystals
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Kitahara，Y.Takamatsu，M.Tsushida，S.Ando

  32. Mechanical properties of identified local areas in aluminum alloys using micropillar compression tests
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  33. Effect of chemical compositions and process conditions on work-hardening behavior of Al-Fe alloy sheet.
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  34. Improvement of fatigue properties of low-cost beta-type Ti-Mn alloys through {332}<113> deformation twinning
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Cho，H.Kobata，K.Yuki，M.Niinomi，H.Y.Yasuda

  35. Effects of microstructure on the high cycle fatigue property of Ti-6242S
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  36. Short crack growth behavior in Ti-6Al-4V alloy
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  37. Relationship between strain rate and microstructural sizes consisting of acicular microstructure the near-α type Ti-Al-Zr-Mo-Nb-Si alloys
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  38. Mechanical properties and cold workability of Ti-V alloy with high oxygen content
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  39. Effect of alpha 2 phase on high-temperature strength of Ti alloys
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.YamabeMitarai，K.Shimagami，S.Matsunaga，T.Kitashima，T.Ito

  40. Deformation mechanism analysis of Gum Metal by in-situ TEM compression test
     ･････････････････････････････････････････････････････  K.Onose，Y.Shibayama，S.Kuramoto，T.Ohmura，T.Suzuki，E.Nakagawa
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