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会

期： 2018 年 11 月 9 日(金)、10 日(土)、11 日(日)

会

場： 芝浦工業大学豊洲キャンパス 教室棟 3F・4F、交流棟 3F・4F・5F・6F
〒135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5
東京メトロ有楽町線「豊洲駅」1C および 3 番出口 徒歩 7 分
JR 京葉線「越中島駅」2 番出口 徒歩 15 分

懇親会会場： 芝浦工業大学豊洲キャンパス 交流棟 3F カフェテリア
11 月 9 日(金)
14：00～14：30

表彰式 (交流棟 6F 大講義室)
平成 30 年度軽金属論文賞・軽金属論文新人賞
第 53 回小山田記念賞
第 41 回高橋記念賞
第 17 回軽金属躍進賞
第 36 回軽金属奨励賞
第 10 回軽金属女性未来賞

14：45～15：45

第 53 回小山田記念賞受賞講演 (交流棟 6F 大講義室)

16：00～17：00

市民フォーラム (交流棟 6F 大講義室) 「プロダクトを物語に」 中村 航 氏

17：00～18：30

レセプション・表彰式招待者、海外 ALMA 招待者歓迎会 (交流棟 3F カフェテリア)

11 月 10 日(土)
9：00～12：10

一般講演

9：00～17：30

テーマセッション 1 「ミルフィーユ構造の材料科学 II」 (第 3 会場)

9：00～17：10

テーマセッション 3 「先進的接合技術の展開」 (第 2 会場)

10：30～11：50

企業・学生交流会 招待講演 (第 4 会場)

12：00～13：00

女性会員の会 (教室棟 5F 502 教室)

13：10～15：10

ポスターセッション (交流棟 4F 401 教室、教室前通路)

15：00～17：50

軽金属企業研究会 (教室棟 3F 304、305 教室)

15：50～17：50

一般講演

18：00～20：00

懇親会 (交流棟 3F カフェテリア)

11 月 11 日(日)
9：00～16：20

一般講演

9：00～14：40

テーマセッション 1 「ミルフィーユ構造の材料科学 II」 (第 3 会場)

9：00～14：40

テーマセッション 2 「汎用型高性能マグネシウム合金創製のための最新技術開発」 (第 2 会場)

12：00～13：00
11 月 10 日(土)

若手の会 (教室棟 5F 502 教室)
9：00～17：50 ALMA2018 Forum (交流棟 5F 501 教室)

11 月 10 日(土)～11 日(日)

機器・カタログ展示 (教室棟 3F 総合受付横ピロティー)
(1)

■講演時間
一般講演は講演 15 分、質疑応答 5 分です。
■総合受付： 教室棟 3F ロビー 8:15 受付開始
■講演会場：

会場

棟

第 1 会場

交流棟

階

教室名
402

第 2 会場
第 3 会場
第 4 会場

403
4F

教室棟

405

第 5 会場
第 6 会場

406
5F

交流棟

■会員休憩室・試写室： 交流棟 4F 407 教室
■会期中の昼食： 学内・交流棟 2F 生協購買、3F カフェテリア（11 日（日）は休業）
■宿泊案内：都内のホテル予約は混雑が予想されますので、お早めにお願いします。
■会場へのアクセス
東京メトロ有楽町線「豊洲駅」1c または 3 番出口から徒歩 7 分
ゆりかもめ「豊洲駅」から徒歩 9 分
JR 京葉線「越中島駅」2 番出口から徒歩 15 分
羽田空港、成田空港から豊洲駅行きのリムジンバスがあります。
■キャンパスマップ周辺図

404

■キャンパスマップ

(2)

501

■講演会場、ポスターセッション・機器・カタログ展示・軽金属企業研究会会場
1F

2F

3F

(3)

4F

5F

6F

(4)

軽金属企業研究会
ユーザー企業招待講演
■日時 2018 年 11 月 10 日(土) 10：30-12：00
■場所 教室棟 第 4 会場（4F 405 教室）
■講演題目
①親水性および排水性に優れたプレコートフィン材の開発 株式会社 UACJ
②アルミニウム製大型電動ルーバーの開発
SUS 株式会社
③アルミニウム製高級ＬＥＤ照明器具の開発
不二サッシ株式会社
④アルミニウム屋内用吸音機能付仕上材の開発
日本軽金属株式会社

学生会員向け企業紹介
■日時 2018 年 11 月 10 日（土） 15：00-17：50
■場所 教室棟 3F 304、305 教室
■参加企業
株式会社 UACJ
三協立山株式会社
株式会社神戸製鋼所
日本軽金属株式会社
三菱アルミニウム株式会社
YKK AP 株式会社
本田金属技術株式会社
株式会社アーレスティ
東洋アルミニウム株式会社
昭和電工株式会社
SUS 株式会社
日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社

実行委員会展示
2018 年 11 月 10 日（土）10：00-15：00、11 月 11 日（日） 9：00-13：00
芝浦工業大学豊洲キャンパス 教室棟 1F テクノプラザ前(屋内)
IHI i-muse（アイミューズ）(豊洲 IHI ビル 1 階)
■参加企業
株式会社本田技術研究所
株式会社 IHI

■日時
■場所

(5)

荻原 加奈
大導寺 翔
土井 和之
崎本 佑

一般社団法人 軽金属学会
第135回秋期大会講演セッション・行事一覧
会

期：2018年11月9日(金）～11日(日)
11月9日（金）は表彰式と小山田記念賞受賞講演、市民フォーラム、招待者レセプション
大 会 会 場：芝浦工業大学 豊洲キャンパス（〒135-8548 東京都江東区豊洲3-7-5）
懇親会会場：芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟3F食堂
大会第2日目：2018年11月10日（土）
会 場
時 間

第１会場
交流棟402

第２会場
教室棟403

第３会場
教室棟404

第４会場
教室棟405

第５会場
教室棟406

第６会場
交流棟501

自動車
熱交換器

T3①

T1①

押出

腐食・防食

ALMA Forum 2018

前田将克
座長
講演 35 ～
37

河村能人
座長
講演 66 ～
69

9:00～10:20
座長
講演

1

福元敦志
～
4

西田進一
阿相英孝
座長
座長
講演 99 ～
102 講演 127 ～
130

休憩

10:30～12:10

自動車
時効析出①
座長
講演

5

青葉知弥
～
9

T3②

T1②

企業招待講演

小椋 智
座長
講演 38 ～
41

萩原幸司
座長
講演 70 ～
74

ポーラス①

ALMA Forum 2018

北薗幸一
座長
講演 131 ～
135

昼食 / 女性会員の会（教室棟502教室 12:00～13:00）

ポスターセッション（交流棟4F 401、402教室前通路、401）

13:10～15:10

休憩

15:50～17:30

自動車
時効析出②

T3③/
接合

安藤哲也
座長
講演 10 ～
14

糸井貴臣
座長
講演 42 ～
46

自動車
その他
（腐食・防食）

T1③

ポーラス②

ALMA Forum 2018

相澤一也
吉野路英
鈴木良祐
座長
座長
座長
講演 75 ～
79 講演 103 ～
107 講演 136 ～
140
移動

懇親会（交流棟3F カフェテリア）

18:00～20:00

大会第3日目：2018年11月11日（日）
会 場
時 間

9:00～10:20

10:30～12:10

第１会場
交流棟402

第２会場
教室棟403

第３会場
教室棟404

第４会場
教室棟405

第５会場
教室棟406

自動車
時効析出③

T2①

T1④

表面処理①

摩擦攪拌利用①

高田 健
座長
講演 15 ～
18

清水和紀
座長
講演 47 ～
50

自動車
時効析出④

T2②

T1⑤/
マグネシウム
組織解析

木村申平
座長
講演 19 ～
23

宮永倫正
座長
講演 51 ～
55

池田賢一
座長
講演 84 ～
88

自動車
水素①

T2③/
マグネシウム
疲労

山田浩之
座長
講演 24 ～
28

佐藤雅彦
座長
講演 56 ～
60

（9:20～）

第６会場
交流棟501
自動車，
航空機・宇宙
力学特性

稲邑朋也
上田恭介
大橋隆弘
高木秀有
座長
座長
座長
座長
講演 80 ～
83 講演 108 ～
111 講演 141 ～
143 講演 157 ～
160
休憩

表面処理②

摩擦攪拌利用②
（～11:30）

生体用途

清水裕太
宮下幸雄
松本洋明
座長
座長
座長
講演 112 ～
116 講演 144 ～
146 講演 161 ～
165

昼食 / 若手の会（教室棟502教室 12:00～13:00）

13:10～14:50

15:00～17:00

自動車
水素②
堀川紀孝
座長
講演 29 ～
34

自動車
マグネシウム
（～16:40）
斎藤尚文
座長
講演 61 ～
65

塑性加工①

鋳造①

超微細粒①

チタン①

岩岡秀明
戸高義一
為広信也
高橋功一
座長
座長
座長
座長
講演 89 ～
93 講演 117 ～
121 講演 147 ～
151 講演 166 ～
170
休憩

塑性加工②
（～16:40）
半田岳士
座長
講演 94 ～
98

T1：ミルフィーユ構造の材料科学 II
T2：汎用型高性能マグネシウム合金創製のための最新技術開発
T3：先進的接合技術の展開

(6)

鋳造②

超微細粒②

チタン②

土屋大樹
寺田大将
御手洗容子
座長
座長
座長
講演 122 ～
126 講演 152 ～
156 講演 171 ～
175

(7)

10:30～
12:10

9:00～
10:20

第２会場 (教室棟403)
T3①
前田将克(日本大)

第2日目 2018年11月10日（土）

39 線形摩擦接合法を用いたチタン合金接合材のナノ組織解析／
長岡技科大 ○本間智之， (院)高野紘彰， IHI 尾崎智道

40 電磁圧接ならびに電磁成形したアルミニウム板の組織と変形挙
動の数値解析／東京工大 ○(院)神戸貴史， 村石信二， 熊
井真次
41 調質の異なるアルミニウム板を用いた電磁圧接材の接合界面
／東京工大 ○(院)沖原麻耶， 村石信二， 熊井真次

8 キネティックモンテカルロ法によるAl-Si系合金溶質クラスターの
安定構造の研究／広島大 ○杉尾健次郎， (院)水戸宙志，
崔 龍範， 佐々木元

9 使用済燃料輸送・貯蔵兼用キャスクのバスケット用Al-Mn-Mg
系合金のMg添加量の設定方法／神戸製鋼 ○篠﨑 崇， 下
条 純， TNT 赤松博史， 神戸製鋼 松本克史， 新谷智彦

74 単軸引張負荷を受けるLPSO構造単結晶における変形帯形成
／熊本大 ○眞山 剛， (院)高木康介， 峯 洋二， 高島和
希

72 Deformation mechanisms in direct solidified Mg-LPSO alloy
during uniaxial compression／MRC, Kumamoto Univ.; Charles
Univ. ○Daria Drozdenko， Charles Univ. Kristian Mathis，
Magnesium Research Center, Kumamoto Univ. Michiaki
Yamasaki， Yoshihito Kawamura
73 Mg基LPSO合金におけるキンク界面形成が加工硬化と歪み緩
和に及ぼす影響／熊本大 (院)松本 翼， 熊本大MRC ○山
崎倫昭， 物材機構 染川英俊， 大阪大 萩原幸司， 熊本
大MRC 河村能人

71 Rank-1接続に基づくキンク変形の解析／東京工大 ○稲邑朋
也

6 T5処理を施したAl-7%Si-0.4%Mg鋳造材における 時効析出物
のTEM観察／富山大 ○(院)牧田悠暉， 土屋大樹， 李 昇
原， 才川清二， 富山大名誉教授 池野 進， 富山大 松田
健二

7 Al-Zn-Cu合金の時効処理による高剛性化とそのメカニズムの
解明／横浜国大 ○岩岡秀明， (院)笠間亮太， (院)梅田裕
仁， 唐 永鵬， 廣澤渉一

70 ミルフィーユ構造のキンク形成･強化の機構解明：過去から未来
38 自動車車体におけるアルミニウム接合技術動向／日産自動車
基調 への架橋／東京工大 ○藤居俊之， 佐世保高専 東田賢二
基調 ○樽井大志
講演
講演

T1②
萩原幸司(大阪大)

69 希薄Mg-Zn-Y合金の双晶変形における回転角ゆらぎ現象の
解明／東京大 ○(院)平田早保， 江草大佑， 阿部英司

68 ミルフィーユ型マグネシウム合金のキンク強化におよぼす材料
組織の影響調査／東京大 ○江草大佑， 熊本大 山崎倫
昭， 河村能人， 東京大 阿部英司

67 純マグネシウム系におけるキンクの第一原理計算／JAEA ○
板倉充洋， 山口正剛

66 ミルフィーユ構造の材料科学 - 新強化原理に基づく次世代構
基調 造材料の創製 -／東京大 ○阿部英司
講演

第３会場 (教室棟404)
T1①
河村能人(熊本大)

5 Al-Si-Cu-Mg合金ダイカスト材の二段時効特性に及ぼす一段
目時効の影響／室蘭工大 ○(院)大貫晋太郎， (学)松田竜
汰， 安藤哲也， トヨタ自動車 手島将蔵， 岡田裕二

T3②
小椋 智(大阪大)

休憩（10:20～10:30）

37 電磁圧接による高強度鋼板とアルミニウム合金接合における接
合条件の検討／千葉大 ○(院)橘田駿一， (院)中村晃貴，
都立高専 岡川啓悟， 千葉大 糸井貴臣

4 アルミニウム合金/銅合金の面ろう付け部の品質に及ぼす加熱
条件の影響／日本軽金属 ○尾尻将視， 堀 久司

自動車-時効析出①
青葉知弥(豊橋技科大)

36 アルミニウム合金板と溶融亜鉛めっき鋼板の電磁圧接板の作
製と接合界面組織観察／千葉大 ○(院)中村晃貴， 都立高
専 岡川啓悟， 千葉大 糸井貴臣

3 真空圧延接合法によるアルミニウム合金A3003/A4045クラッド
材作製に及ぼす接合条件の影響／九州工大 ○(院)原 優
哉， 山口富子

2 自動車熱交換器用Al-Mn-Si系合金フィン材の材料特性に及
ぼす鋳造時の冷却速度の影響／三菱アルミ ○丸野 瞬， 吉
野路英， 岩尾祥平， 東京工大 原田陽平， 村石信二， 熊
井真次

35 種々の手法を用いて作製した異種金属接合材の接合界面形
1 【軽金属躍進賞受賞講演】 連続鋳造法を用いた自動車熱交
換器用Al-Mn合金フィン材の強度向上と再結晶挙動調査／日 基調 態と熱履歴／東京工大 ○熊井真次
本軽金属 ○鈴木健太， 佐々木智浩， 大和田安志， 穴見 講演
敏也

第１会場 (交流棟402)
自動車-熱交換器
福元敦志(UACJ)

(8)

10:30～
12:10

9:00～
10:20

128 透過電子顕微鏡によるAl/Al金属間化合物界面接触電位差測
定の試み／UACJ ○佐々木勝寛， 京 良彦， 冨野麻衣，
大谷良行， 古河電工 佐々木宏和
129 アルミニウム鋳造合金の腐食電位に対する応力の影響／福井
大 ○桑水流理， (院)平浩一， (院)川上有都

100 アルミニウム合金の押出加工中のダイスの非定常熱伝導計算
／日本軽金属 ○林 沛征

101 アルミニウム押出のクエンチングシミュレーション／アルテアエ
欠講 ンジニアリング ○廣田英二郎

④アルミニウム屋内用吸音機能付仕上材の開発
日本軽金属株式会社 崎本 佑

③アルミニウム製高級ＬＥＤ照明器具の開発
不二サッシ株式会社 土井和之

132 焼結スペーサー法と発泡法で作製した傾斜機能ポーラスアルミ
ニウムの圧縮特性／群馬大 ○(学)安藤瑞季， 半谷禎彦，
天谷賢児， 永廣怜平， 芝浦工大 宇都宮登雄， 東大生研
吉川暢宏

②アルミニウム製大型電動ルーバーの開発
SUS株式会社 大導寺 翔

135 ろう付用Al-Si系合金材を用いたポーラスアルミニウムの接合に
おける気孔構造変化／UACJ ○黒崎友仁， 名古屋大 小橋
眞， 高田尚紀， UACJ 田中宏樹， 名古屋大 鈴木飛鳥，
UACJ 箕田 正

134 方向性気孔を有するポーラスA6061の気孔垂直方向における
圧縮変形挙動／早稲田大 ○(院)玉井智也， (院)武藤大輝，
(学)澤田万尋， 鈴木進補

133 溶湯直接圧延を用いたプリカーサ法によるポーラスアルミニウ
ムの作製／群馬大 ○鈴木良祐， 西田進一， (院)茂木稜
典， 松原雅昭

131 光加熱による傾斜機能ポーラスアルミニウムの作製及び金網を
用いた光量調節による発泡時間の制御／群馬大 ○(学)相原
優馬， 半谷禎彦， 天谷賢児， 永廣怜平， 芝浦工大 宇都
宮登雄， 東大生研 吉川暢宏

ポーラス①
北薗幸一(首都大)

① 親水性および排水性に優れたプレコートフィン材の
開発
株式会社UACJ 荻原加奈

企業招待講演

休憩（10:20～10:30）

130 炭素担持アルミニウム箔を陰極に使った導電性高分子固体電
解コンデンサ特性の基礎的検討／山形大 ○(院)鈴木崇広，
(院)後藤 武， (院)白谷貴明， (院)伊藤智博， (院)立花和
宏， (院)仁科辰夫， 東洋アルミ 井上英俊， 足高善也， 草
井寛之

127 大気暴露試験及び複合サイクル試験によるマグネシウム合金
板材の腐食試験結果／JWTC ○紺野晃弘， アート1 西中
一仁， ミリオン化学 海野真一， 大日本塗料 部谷森康親，
茨城産技セ 浅野俊之， 元産総研 梅原博行， マグネシウ
ム協会 駒井 浩

99 6063アルミニウム合金の熱間押出におけるピックアップ欠陥に
及ぼすダイスコーティングの影響／富山大 ○(院)渡辺悠太
郎， 船塚達也， YKK AP 小田省吾， 富山大 高辻則夫，
ノースウェスタン大 堂田邦明

102 アルミニウム合金押出材の集合組織形成におよぼす合金組成
の影響／YKK AP ○荒城昌弘， 富山大 李 昇原， 富山大
名誉教授 池野 進， 富山大 松田健二

第５会場 (教室棟406)
腐食・防食
阿相英孝(工学院大)

第2日目 2018年11月10日（土）

第４会場 (教室棟405)
押出
西田進一(群馬大)

（プログラムは別紙参照）

ALMA Forum 2018

（プログラムは別紙参照）

第６会場 (交流棟501)
ALMA Forum 2018

(9)

15:50～
17:30

137 アルミニウムフォームコアサンドイッチ構造の曲げ試験における
破損特性／芝浦工大 ○(院)廣西滉也， 宇都宮登雄， (院)
仲谷昂一郎， 半谷禎彦
138 Mn添加Al-Si系合金粉末のレーザー積層造形体における力学
特性のSi濃度依存性／千葉工大 ○寺田大将， (学)高橋亮
成， (院)遊佐昌太郎， 九州大 山﨑重人， 光原昌寿， 中
島英治， 東洋アルミ 楠井 潤， コイワイ 安達 充
139 TiB2粒子分散アルミニウム基複合材料の体積率，粒子分散性
が熱的特性に与える影響／広島大 ○佐々木元， (院)児玉
州平， 杉尾健次郎

104 pH分布測定システムを用いた大気腐食中のアルミニウム表面
の変化／関西大 ○廣畑洋平， (学)望月 哲， (院)藤川翔
平， (院)西田健太朗， 春名 匠

105 6000系アルミニウム合金の湿潤ガス応力腐割れに及ぼす負荷
荷重の影響／茨城大 ○(院)秋篠亮太， (院)杢家弘樹， 伊
藤吾朗， 車田 亮， 倉本 繁， 小林純也

107 アルミニウムの水溶液腐食に及ぼす亜鉛イオンの役割／北海
道大 ○坂入正敏， JAEA 大谷恭平

140 Mg-Zn系焼結ポーラスマグネシウム合金の機械的性質／鳥取
県産技セ ○塚根 亮， 玉井博康， 産総研 原田祥久， 松
崎邦男， 名越貴志

136 小型月着陸実証機の着陸脚に利用される3D積層造形ポーラ
スAl-10Si-0.3Mg合金の衝撃吸収特性におよぼす後熱処理の
影響／首都大 (院)三浦汀桜子， 杉山嘉一， ○北薗幸一

103 アルミニウムの大気腐食発生と液膜内Cl-濃度の関係／関西大
○(院)西田健太朗， 廣畑洋平， 春名 匠

106 アルミニウム合金表面への耐傷性防食皮膜形成法の開発とEIS
を用いたその耐食性の調査／旭川高専 ○奥山 遥， 兵野
篤， 千葉 誠， 高橋英明

第５会場 (教室棟406)
ポーラス②
鈴木良祐(群馬大)

（プログラムは別紙参照）

第６会場 (交流棟501)
ALMA Forum 2018

79 希薄LPSO構造における面内規則構造形成の計算機シミュ
レーション／東京大 ○(院)山下賢哉， (院)川原 巧， 江草
大佑， 東京大/物材機構 阿部英司

46 アルミニウム板の抵抗スポット溶接における溶接性に及ぼす電
極素材の影響／九州工大 ○(院)高口麟太郎， 山口富子，
日本タングステン 田中智基， 向江信悟

第４会場 (教室棟405)
自動車-その他（腐食・防食）
吉野路英(三菱アルミ)

78 ミルフィーユ構造形成過程評価のための放射光その場測定法
の拡張の検討／京都大 ○奥田浩司， 熊本大 山崎倫昭，
河村能人， JASRI 木村 滋

45 ECAP加工したアルミニウム板材を摩擦攪拌接合した継手にお
ける軟化挙動／芝浦工大 ○(院)鬼澤祐太， 青木孝史朗，
宇都宮登雄， (院)関根友世

76 新規金属ミルフィーユ構造の構造制御と物質創製／北海道大
43 半溶融成形したAC4CHアルミニウム合金摩擦攪拌接合継手の
機械的性質／日本大 ○(院)高橋正詞， 前田将克， 浅沼技 基調 ○三浦誠司， 池田賢一
研 山本健介， 上久保佳則， 杉浦泰夫， 浜松工技支援セ 講演
岩澤 秀
44 摩擦圧接時の温度測定／日本大 ○岡本孝明， 前田将克
77 ミルフィーユ構造を有する高分子材料の作製とその靭性評価
基調 ／山形大 ○伊藤浩志， 石神 明， 西辻祥太郎， 黒瀬 隆
講演

11 ミュオンスピン緩和法によるAl-Mg-Si合金の自然時効における
Cu添加効果／富山大 ○西村克彦， 松田健二， 布村紀
男， 李 昇原， 並木孝洋， 理研仁科セ 渡邉功雄， 松崎
禎市郎
12 473Kで時効した過剰にSiを含むAl-0.5mol%Mg2Si合金の時効
硬化挙動／富山大 ○土屋大樹， (院)牧田悠暉， 李 昇
原， 才川清二， 富山大名誉教授 池野 進， 富山大 松田
健二
13 Effect of 2 step aging on microstructure evolution of transition
metal added Al-Mg-Si alloy ／Univ. of Toyama ○Seungwon
Lee， Yasutaka Kuroda， Taiki Tsuchiya， Susumu Ikeno，
Kenji Matsuda
14 Al-0.62mass%Mg-0.32mass%Si合金の二段時効挙動に及ぼす
予ひずみの影響／北海道大 ○池田賢一， (院)佐藤翔悟，
(院)孫 天航， 三浦誠司， 大同大 高田 健

第３会場 (教室棟404)
T1③
相澤一也(JAEA)

42 SPH法を用いたAl/Cu電磁圧接界面形成挙動の解析／東京工
75 多様なミルフィーユ構造を持つ新規Mg合金の創製／熊本大
大） ○(院)木村慎吾， 村石信二， 熊井真次
基調 MRC ○河村能人
講演

第２会場 (教室棟403)
T3③/接合
糸井貴臣(千葉大)

第2日目 2018年11月10日（土）

10 【軽金属躍進賞受賞講演】 3DAPを用いたAl-Mg-Si合金のBH
性に影響を及ぼすクラスタ形態の解明／神戸製鋼 ○有賀康
博， コベルコ科研 小塚雅也， 神戸製鋼 里 達雄

第１会場 (交流棟402)
自動車-時効析出②
安藤哲也(室蘭工大)

(10)

10:30～
12:10

9:00～
10:20

83 Multimodal組織制御によるMg-Zn-Y-Al合金急速凝固薄帯固
化成形材の高靭性化／熊本大 ○(院)西本宗矢， 熊本大
MRC 山崎倫昭， 井上晋一， 河村能人

50 AT31合金の曲げ性とミクロ組織変化／物材機構 ○染川英
俊， 産総研 黄新ショウ， 権田金属工業 伊藤友美， 茨城
県産技セ 行武栄太郎

18 Al-Zn-Mg合金の機械的性質および時効析出に対するCu添加
量変化の影響／富山大 ○(院)安元 透， 土屋大樹， 李
昇原， 松田健二， アイシン軽金属 西川知志， 柴田果林，
吉田朋夫， 村上 哲， 富山大名誉教授 池野 進

84 貴金属元素(Pt,Au)を含む長周期相を有するマグネシウム合金
の作製と組織観察／千葉大 ○(院)上杉翔平， 北海道科学
大 堀内寿晃， 北海道大 三浦誠司， 千葉大 糸井貴臣

51 Mg-Zn-RE (ZE10)合金の曲げ加工性に及ぼす微細組織の影
響／NIMS ○佐々木泰祐， 権田金属工業 伊藤友美， 茨
城県産技セ 行武栄太郎， 権田金属工業 野田雅史， 産総
研 黄新ショウ
52 Mg-3Al-1Zn-1Ca合金圧延材の組織／不二ライトメタル ○上
田祐規， 井上正士， 産総研 黄新ショウ， 権田金属工業
伊藤友美， 日本金属 佐藤雅彦， 茨城県産技セ 行武栄太
郎

19 CuとAgを添加し冷間圧延を施したAl-Mg-Si合金の組織観察／
富山大 ○(院)谷津倉克弥， 土屋大樹， 李 昇原， 松田健
二， 北海道大 池田賢一， 長岡技科大 本間智之， 富山
大名誉教授 池野 進

20 6061アルミニウム合金の2段時効挙動に及ぼす復元処理の影
響／山梨大 ○(院)安江航紀， 中山栄浩

86 Mg-9%Al-1%Zn-2%Ca系焼結合金のSn添加によるAl-Ca相の分
散／東京都産技研 ○岩岡 拓， 日立化成 伊達賢治

87 Mg-Y-Sc合金におけるβ'相の組織解析／富山大 ○(院)平木
智也， 土屋大樹， 李 昇原， 富山大名誉教授 池野 進，
富山大 松田健二
88 Mg-2.2mol%Zn合金でのMgZn2とMg4Zn7の組織観察／富山大
○(院)前田朋克， (院)平木智也， 土屋大樹， 李 昇原，
富山大名誉教授 池野 進， 富山大 松田健二

53 Ca添加型AZ31合金材のV曲げ成形性と組織変化／権田金属
工業 ○伊藤友美， 産総研 黄新ショウ， 茨城県産技セ 行
武栄太郎， NIMS 佐々木泰祐
54 Mg-Al-Ca合金およびMg-Zn-Ca合金の圧延集合組織形成メ
カニズムの解明／長岡技科大 ○中田大貴， 鎌土重晴

55 等原子組成比・非等原子組成比Mg-Al-Cu-Zn-Sn軽量ハイエ
ントロピー合金の合金設計と鋳造法による試作／大阪大 〇永
瀬丈嗣， 大阪産技研 柴田顕弘， 松室光昭， 武村 守

21 STEM像強度解析によるAl-Cu合金におけるGPゾーンの三次
元構造解析／東京大 ○(院)小林知輝， 江草大佑， 阿部英
司

22 多軸鍛造を施したAl-Mg-Sc合金の時効特性と微細組織／豊
橋技科大 ○青葉知弥， 小林正和， 三浦博己， 金沢大
渡邊千尋

23 冷間圧延がAl-3Mg-1Cu合金の時効硬化挙動に及ぼす影響
／東京工大 ○(院)陳 宣良， UACJ 三原麻未， 東京工大
小林郁夫

85 LPSO型Mg-Zn-RE合金の高温酸化挙動と難燃性向上／熊大
MRC ○井上晋一， 山崎倫昭， 河村能人

T1⑤/マグネシウム-組織解析
池田賢一(北海道大)

T2②
宮永倫正(住友電工)

休憩（10:20～10:30）

82 長周期積層構造型Mg-Zn-Y基一方向凝固材のクリープ強度
への室温予ひずみと応力負荷方向の影響／富山県立大 ○
鈴木真由美， (学)高橋優希， (院)渡邊了太， 大阪大 萩原
幸司

49 集合組織制御されたAZ31Bマグネシウム合金圧延板のV曲げ
特性／東北大 ○安藤大輔， 日本金属 佐藤雅彦， 産総研
黄新ショウ， 権田金属工業 伊藤友美， 茨城県産技セ 行
武栄太郎

17 複数の元素を同時添加したAl-1.0mass%Mg2Ge合金の組織観
察／富山大 ○(院)片岡朋哉， 土屋大樹， 李 昇原， 松田
健二， 北海道大 池田賢一， 長岡技科大 本間智之， 富
山大名誉教授 池野 進

自動車-時効析出④
木村申平(神戸製鋼)

81 Mg基LPSO相合金の塑性挙動の荷重軸方位，温度，ひずみ速
度依存性／大阪大 ○萩原幸司， 熊本大MRC 山崎倫昭，
河村能人， 大阪大 中野貴由

48 AZ31Bマグネシウム合金圧延材の温間曲げ成形性と成形中の
組織変化／産総研 ○黄新ショウ， 茨城県産技セ 行武栄太
郎， 権田金属工業 伊藤友美， 日本金属 佐藤雅彦

16 Al-Si-Cu-Mg合金ダイカスト材の材料特性に及ぼす摩擦撹拌
処理の影響／室蘭工大 ○(院)榎本崚汰， (院)吉田祐輔，
安藤哲也， 大阪大 伊藤和博

第３会場 (教室棟404)
T1④
稲邑朋也(東京工大)

80 ミルフィーユ構造のキンクメカニズムの解明／JAEA ○相澤一
47 各種マグネシウム合金圧延材のV曲げ特性／産総研 ○千野
靖正， 黄新ショウ， 茨城県産技セ 行武栄太郎， 権田金属 基調 也
講演
工業 伊藤友美， 日本金属 佐藤雅彦， 不二ライトメタル
上田祐規， 戸畑製作所 城戸太司

第２会場 (教室棟403)
T2①
清水和紀(三協立山)

第3日目 2018年11月11日（日）

15 1000 系アルミニウム合金箔の機械的特性に及ぼす微細組織
の影響／東京大 ○(院)原 聡宏， 江草大佑， UACJ 三原
麻未， 田中宏樹， 東京大 阿部英司

第１会場 (交流棟402)
自動車-時効析出③
高田 健(大同大)

(11)

10:30～
12:10

9:00～
10:20

143 5052アルミニウム合金/チタンの摩擦誘起反応に及ぼす処理条
件の関係／宇都宮大 ○(院)中島友寛， 高橋めぐみ， (院)
緒方隆裕， 高山善匡， 渡部英男

111 アルミニウム基複合材料の陽極酸化挙動に及ぼす炭化ほう素
含有量の影響／日本軽金属 ○長澤大介

164 Ti-Nb合金のマルテンサイト変態に及ぼす酸素添加効果の溶
体化処理温度依存性／愛媛大 ○(院)川野颯太， 小林千
悟， 岡野 聡
165 生体骨程度の低ヤング率を示すβ型Ti-28Nb-7Al合金の開発
／新居浜高専 ○當代光陽， 大阪大 Pan Wang， 中野貴由

116 DLC/硬度傾斜複合被膜によるA7075アルミニウム合金の耐摩
耗性の改善／茨城大 ○(院)石井 努， 中村雅史

163 チタンの力学特性に及ぼす同素相変態の影響／九州大 ○
(学)松尾圭祐， (院)丸野大輔， (院)池田幸将， 有田 誠，
堀田善治， 高輝度光科学セ 肥後祐司， 丹下慶範， 大石
泰生

115 耐食性を向上するマグネシウム合金用Si系コーティング／放電
精密，芝浦工大 ○(院)康諭基泰， 芝浦工大 石﨑貴裕

146 アルミニウムインサート材を用いた金属接合体の作製／神戸製
鋼 ○青木拓朗， 今村美速

162 高圧巨大ひずみ加工に伴うチタン同素変態の高輝度単色X線
によるその場解析／九州大 ○(院)丸野大輔， (院)池田幸
将， 有田 誠， 高輝度光科学セ 肥後祐司， 丹下慶範，
大石泰生， 九州大 堀田善治

145 最大エントロピー法（MEM)を用いた摩擦攪拌成形によるA5083
アルミニウム合金板の表面平滑化評価／国士舘大 ○大橋隆
弘， (学)奥田健斗， モフィディタバタバイハメッド

113 熱酸化法を用いた歯科用チタン合金の抗菌化表面処理／東
北大 ○(院)佐藤直生， (院)上田隆統志， 上田恭介， 伊藤
甲雄， 小笠原康悦， 成島尚之

114 YAGレーザ照射によるチタン合金への表面改質法の検討／九
州工大 ○(院)檀上 翼， 山口富子

161 高圧スライド加工中のその場電気抵抗測定によるチタンの相変
態挙動解析／九州大 ○(院)池田幸将， 有田 誠， 長野鍛
工 瀧沢陽一， 湯本 学， 小田切吉冶， 九州大 堀田善治

144 摩擦攪拌成形(FSF)による金属基複合材料の開発の試み／国
士舘大 ○モフィディタバタバイハメッド， (学)田島哲太， 西
原 公， 大橋隆弘

112 【軽金属女性未来賞受賞講演】 アルミニウムの表面分析にお
ける測定精度と迅速性の最適化／UACJ ○冨野麻衣

生体用途
松本洋明(香川大)

摩擦攪拌利用②
宮下幸雄(長岡技科大)

表面処理②
清水裕太(日本軽金属)

休憩（10:20～10:30）

159 SrおよびP添加により共晶Si粒子を変化させたAl-7%Si鋳造合金
の力学特性調査／豊橋技科大 ○小林正和， (院)谷口晧
平， (院)古田将吾， 青葉知弥， 三浦博己

142 5052Al/金属箔材の摩擦攪拌拡散接合に及ぼす温度と押込み
量の影響／宇都宮大 ○(院)猪狩昂平， (院)児玉 崇， 高
山善匡， 渡部英男

110 アルミニウム合金表面に形成したアノード酸化皮膜の構造と合
金元素により誘起されるクラック形成機構の解明／旭川高専
○(学)柳本はるの， 兵野 篤， 千葉 誠， 高橋英明

160 Al-Mg-Si合金の集合組織形成に及ぼす加工と熱処理の影響
／UACJ ○三原麻未， 黒崎友仁， 日比野旭

158 2000および7000系アルミニウム合金の疲労き裂進展挙動に及
ぼす調質の影響／山梨大 ○山田隆一， (院)鬼澤 海， 伊
藤吾朗， 車田 亮， 神戸製鋼 中井 学， 芝浦工大 吉原
正一郎

157 高純度Al-7.3Mg合金の粒界破壊に及ぼす微量Feの影響／大
阪府立大 ○(院)大手里奈， 上杉徳照， 瀧川順庸， 東 健
司

第６会場 (交流棟501)
自動車，航空機・宇宙-力学特性
高木秀有(日本大)

141 摩擦攪拌拡散接合された異なるアルミニウム合金/チタン箔材
における攪拌状態の比較／宇都宮大 ○(院)児玉 崇， 高山
善匡， 渡部英男

第５会場 (教室棟406)
摩擦攪拌利用①
大橋隆弘(国士舘大)

第3日目 2018年11月11日（日）

109 扁平管状アルミニウム合金のアノード酸化と酸化物皮膜形成に
よる防食能／旭川高専 ○杉浦みのり， 兵野 篤， 千葉
誠， 高橋英明

108 高純度アルミニウム上に形成された陽極酸化皮膜の比誘電率
に与える電解質濃度の影響／日本軽金属 ○清水裕太， 榎
修平， 田口喜弘

第４会場 (教室棟405)
表面処理①
上田恭介(東北大)

(12)

15:00～
17:00

13:10～
14:50

92 3104アルミニウム合金板の絞り成形における耳の形成予測に
及ぼす変形抵抗式の影響／三菱アルミ ○福増秀彰， 東京
農工大 桑原利彦， 日本工業大 瀧澤英男， 東京農工大
山中晃徳
93 アルミニウム板材の二次元旋削による材料特性評価方法の開
発／芝浦工大 ○(院)稲木公治郎， 青木孝史朗， 横浜技術
研究所 坪内昌生， 堀家章史

59 Mg-8Al-1Zn-1Ca合金板材の平面曲げ疲労特性に及ぼす金
属組織の影響／権田金属工業 ○片桐隼人， 伊藤友美

60 Mg-9%Al-1%Zn-2%Ca合金TIG溶接継手の平面曲げ疲労特性
／産総研 ○斎藤尚文， 黄新ショウ， 不二ライトメタル 上田
祐規， 井上正士， 戸畑製作所 松本敏治， 総合車両製作
所 石川 武， 産総研 千野靖正
休憩（14:50～15:00）

自動車-マグネシウム
斎藤尚文(産総研)
61 【軽金属奨励賞受賞講演】 マグネシウム合金の変形機構解明
および新規合金開発／東北大 ○安藤大輔

27 重水素を導入した6061-T6アルミニウム合金の引張変形時の
水素放出／大阪大 ○(院)松原拓哉， 堀川敬太郎， 谷垣健
一， 小林秀敏

28 5083アルミニウム合金溶接材の耐水素脆化特性／茨城大 ○
(院)大渕知之， 伊藤吾朗， (院)Alireza GHORANI， (学)木
内智也

自動車-水素②
堀川紀孝(旭川高専)

29 Al-8%Zn-2%Mg-2%Cu-0.15%Zr合金の耐水素脆化特性に及ぼ
す冷間圧延の影響／茨城大 ○(院)蓼沼宏樹， 小林純也，
倉本 繁， 伊藤吾朗
30 Microstructure decomposition in an as-quenched H charged
and subsequently aged Al-Zn-Mg alloy／Univ. of Toyama ○

32 高ひずみ速度変形を付与した7075-T6アルミニウム合金の耐
水素脆化特性／大阪大 ○堀川敬太郎， 小林秀敏
33 Al-10Zn-2.6Mg-1.6Cu-0.2Cr合金の湿潤空気中での水素脆
化に及ぼすひずみ速度の影響／新居浜高専 ○真中俊明，
當代光陽， (学)和田瑞生
34 切削で生じたAZ31Bマグネシウム合金切粉とメタノールの反応
による水素の生成／産総研 ○松崎邦男， 原田祥久

31 Al-Zn-Mg合金中の粒子への水素分配と水素脆化／九州大
○清水一行， 戸田裕之， Su Hang， JASRI 竹内晃久， 上
杉健太朗

(院)Artenis Bendo， Taiki Tsuchiya， Seungwon Lee， Kenji Matsuda， Katsuhiko
Nishimura， Norio Nunomura， Kyushu Univ. Hiroyuki Toda， Kyosuke
Hirayama， Kazuyuki Shimizu， Hongye Gao， JAEA Masatake Yamaguchi，
Kenichi Ebihara， Mitsuhiro Itakura， Tomohito Tsuru， AISIN Keikinzoku
Satoshi Nishikawa， Karin Shibata， Tomoo Yoshida， Satoshi Murakami， Prof.
emeritus, Univ. of Toyama Susumu Ikeno

91 予ひずみを受けたアルミニウム合金の塑性変形挙動の測定／
静岡大 ○岡田成正， 吉田健吾

58 Mg-Al-Ca系合金の疲労強度および疲労メカニズム／長岡技
科大 ○宮下幸雄， (院)木村聖光， (学)萩原佑斗， 大塚雄
市

26 Al-Zn-Mg-Cu合金ならびにAl-Mg合金のSP試験における水素
の影響／旭川高専 堀川紀孝， ○(専)籠瀬崇晃

63 Mg-Al-Sr-Ca系ダイカスト用耐熱マグネシウム合金の組織と機
械的性質に及ぼすCa添加量の影響／住友電気工業 ○水谷
学， 富山大 (学)田中弘太路， (院)數田久生， 才川清二，
住友電気工業 吉田克仁， 河部 望
64 AZ31Bマグネシウム合金の引張特性に及ぼす結晶粒径と変形
速度の影響／茨城大 ○(院)野村裕太郎， 倉本 繁
65 微細結晶粒を有するMg-3%Al-1%Zn合金摩擦攪拌材の機械的
特性／茨城大 ○(院)小澤真行， 倉本 繁， 茨城県産技セ
行武栄太郎

62 マグネシウム単結晶の非底面すべりに対する合金元素の影響
／熊本大MRC ○安藤新二， (院)有田和貴， 熊本大IPPS
北原弘基

90 非関連流れ則を用いた5000系アルミニウム合金板の材料モデ
リングと成形限界解析／岐阜大 ○箱山智之， 東京農工大
桑原利彦

57 Mg-Al-Zn-Ca系合金の耐食性に及ぼす溶湯保持時間の影響
／JFEテクノリサーチ ○小原美良， 産総研 中津川勲， 三
協立山 松本泰誠， 戸畑製作所 城戸太司， 松本敏治，
富山大 才川清二

25 Al-8％Zn-2％Mg-2％Cu-0.2％Cr合金の機械的性質と水素脆
化感受性に及ぼす強冷間圧延の影響／Ibaraki Univ. ○(院)
サフィヤリ マディエ， (院)蓼沼宏樹， 小林純也， 倉本 繁，
伊藤吾朗

97 Al-Mg-Si合金における曲げ試験後の割れのX線CT観察／神
戸製鋼 ○細川知希， 中村貴彦， 木村申平
98 高濃度鉄を含むAl-Mg-Si系合金の加工-半溶融成形による組
織制御と機械的性質の改善／東京工大 ○(院)肥後勇輝，
小林郁夫

96 温間液圧バルジ加工によるテーパー型A1100アルミニウム小径
管の成形／山梨大 ○(院)宮川太輔， 芝浦工大 吉原正一
郎， 山梨大 山田隆一， 伊藤安海

94 3104アルミニウム合金冷間圧延板の深絞り・しごき成形による変
形集合組織の発達／UACJ ○小林亮平， 工藤智行， 岡田
峰光
95 TP340チタン板の円筒深絞り加工における凝着抑制技術の開
発／東京都産技研 ○奥出裕亮， 岩岡 拓， 中村 勲

塑性加工②
半田岳士(日本軽金属)

89 二軸応力下における6000系アルミニウム合金板の高精度材料
モデリング／東京農工大 ○小笠原柚， UACJ 竹田博貴，
東京農工大 桑原利彦

56 Caを添加したAZ31マグネシウム合金の溶湯品質／富山大
(院)數田久生， (学)黒澤 聖， ○才川清二， 三協立山 松
本泰誠， 清水和紀， 不二ライトメタル 上田祐規

24 Al-Cu-Si系合金溶湯に対する真空処理の脱水素効果／東北
大 ○(院)山崎裕貴， 平木岳人， 長坂徹也

第３会場 (教室棟404)
塑性加工①
為広信也(神戸製鋼)

第２会場 (教室棟403)
T2③/マグネシウム-疲労
佐藤雅彦(日本金属)

第3日目 2018年11月11日（日）

第１会場 (交流棟402)
自動車-水素①
山田浩之(防衛大)

(13)

15:00～
17:00

13:10～
14:50

155 Al-Mg-Sc合金角棒材のマルチパス高圧スライド(MP-HPS)加
工による結晶粒微細化と超塑性／九州大 ○(学)渡部勇介，
唐 永鵬， (院)増田高大， 長野鍛工 瀧沢陽一， 湯本
学， 小田切吉治， 九州大 堀田善治
156 スピノーダル分解を用いた超微細粒Al-13.4%Mg合金の強度と
延性同時強化／九州大 ○唐 永鵬， 横浜国大 廣澤渉一，
九州大 堀田善治， 長野鍛工 瀧沢陽一， 湯本 学， 小田
切吉治

125 アルミニウム合金スラブ鋳造における初期鋳塊反り挙動／
UACJ ○三瓶祐子， 久保貴司， 高橋功一

126 アルミニウムOCC線材の一方向凝固組織に及ぼすTi添加の影
響／千葉工大 ○(院)澤谷拓馬，(学)木下祐希， (学)龍 鎮
源， 本保元次郎

124 アルミニウム溶湯の機械撹拌における偏心に対する自由表面
変形の影響／東北大 ○山本卓也， コマロフ・セルゲイ

171 チタン合金の変態温度に及ぼす酸素の影響の第一原理計算
／大阪府立大 ○上杉徳照， (学)嶋本 純， (院)南 大地，
瀧川順庸， 東 健司

152 超微細粒組織を有すTi-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si(Ti-6242S)合
金の超塑性変形特性／香川大 ○松本洋明， (院)今井浩
之， アルビ鉱山大(フランス) ビンセントブレイ， バネッサビダ
ル
153 逐送高圧ねじり加工(IF-HPT)法によるアルミニウム合金巨大ひ
ずみ超微細粒領域の大面積化／九州大 ○(院)小松拓弥，
(院)増田高大， 長野鍛工 瀧沢陽一， 湯本 学， 小田切吉
冶， 九州大 堀田善治
154 高圧スライド法を用いたパイプ状アルミニウム合金の巨大ひず
み加工／九州大 ○(学)松田恒輝， 唐 永鵬， 長野鍛工
瀧沢陽一， 湯本 学， 小田切吉治， 九州大 堀田善治

122 アルミニウム溶湯のフラックス処理における溶解炉内物質移動
に対する機械撹拌の影響／東北大 ○(院)加藤賢也， 山本
卓也， コマロフ・セルゲイ， 日本軽金属 谷口諒輔， 石渡保
生
123 アルミニウム液浴の機械撹拌における単一気泡分裂挙動に対
する大規模シミュレーションと直接観察／東北大 ○山本卓
也， コマロフ・セルゲイ

175 チタン基形状記憶合金におけるマルテンサイト前駆現象の
STEM解析／東京大 ○(院)木下亮平， 江草大佑， 九州大
村上恭和， 東京大, 物材機構 阿部英司

174 【軽金属奨励賞受賞講演】 組織制御および変形挙動制御に
着目した構造用チタン系合金の力学特性改善／大阪大 ○趙
研

173 Ti-Mg合金における強ひずみ加工による相変態挙動／豊橋技
科大 ○戸高義一， A.Tejeda-Ochoa， 亀谷長諒， 足立
望， CIMAV J.M.Herrera-Ramírez

172 高純度チタンの圧力誘起相変態に及ぼす高圧ねじり加工によ
るひずみの影響／横浜国大 ○(院)塚原悠貴， 岩岡秀明，
廣澤渉一， 九州大 堀田善治

チタン②
御手洗容子(NIMS)

超微細粒②
寺田大将(千葉工大)

170 熱間押出TiB分散Ti-3Al-2.5V合金の下限界近傍における疲
労き裂伝ぱ特性評価／静岡大 ○菊池将一， 神戸大 (院)川
井考生， 中井善一， 東北大 栗田大樹

169 マイクロドリルによるTi-6Al-4V合金の微細穴加工の切削挙動
／大阪産大 ○澤井 猛

168 チタン合金の逐次プレス成形法の開発と肉厚制御／東京都産
技研 ○奥出裕亮， 岩岡 拓， 中村 勲

鋳造②
土屋大樹(富山大)

休憩（14:50～15:00）

150 HPT加工を施したAl-Li合金の微細構造におけるCuの影響／
富山大 ○(院)灰塚裕平， 土屋大樹， 李 昇原， 才川清
二， 松田健二， 横浜国大 廣澤渉一， 九州大 堀田善治，
富山大名誉教授 池野 進
151 放射光白色X線を用いたエネルギー分散型X線回折法による
Al多結晶における局所応力分布の評価／東京工大 ○宮澤
知孝， (院)櫻庭光隆， 藤居俊之

120 溶湯過熱処理後の保持時間がAl-Si合金のミクロ組織に及ぼす
影響／日本軽金属 ○山元泉実， 井上亮輔， 織田和宏

121 Al-7%Si-0.3Mg合金鋳物の共晶組織に及ぼす微量元素の影響
欠講 ／昭光通商 ○福原 輝， 富山大 (学)有澤 翼， (学)堀
功雄， (院)趙 乙洋， (院)數田久生， 富山大名誉教授 池
野 進， 富山大 才川清二

149 ARB加工と熱処理を施した純Alの引張変形中に生じるアコース
ティック・エミッションの結晶粒径依存性／千葉工大 ○寺田大
将

167 レーザ照射によるチタン合金板上への硬化物層の形成／九州
工大 ○(院)李 伸， 山口富子

148 超微細粒Al-Mg合金の特徴的な力学特性とDIC解析／京都大
蘭 小東， 高 斯，京都大ESISM 朴 明験， 京都大 柴田
曉伸， ○辻 伸泰

118 組織微細化剤を添加したAl-8%Si合金鋳造材微細組織に及ぼ
す鋳造条件の影響／名古屋工大 ○山田素子， (院)中村文
哉， 佐藤 尚， 知場三周， 渡辺義見

119 溶湯過熱処理によるAl-Si合金の組織改良効果の持続性／日
本軽金属 ○井上亮輔， 山元泉実， 織田和宏

166 α-Ti合金の酸化挙動に対するAlの影響／物材機構 ○御手
洗容子， 富山県立大 伊藤 勉， 物材機構 戸田佳明

147 【軽金属躍進賞受賞講演】 SPring-8放射光を用いた各種アル
ミニウム合金の変形中における転位密度変化In-situ測定／兵
庫県立大 ○足立大樹

117 アルミニウム基フローズン・エマルション複合材の試作と評価／
東北大 ○コマロフ・セルゲイ， 山本卓也

第６会場 (交流棟501)
チタン①
戸高義一(豊橋技科大)

第５会場 (教室棟406)
超微細粒①
岩岡秀明(横浜国大)

第3日目 2018年11月11日（日）

第４会場 (教室棟405)
鋳造①
高橋功一(UACJ)

(14)

第2日目 2018年11月10日（土）

蒸気コーティング及びスピンコーティングを用い
た難燃性Mg-4Al-1Ca合金上へのシラン
/Mg(OH)2耐食性複合皮膜の作製／芝浦工大
○(院)宮下智弘， (院)稲村萌々， (院)嶋田雄
太， 石崎貴裕
Al-Mg-Si合金における加工ひずみのクラスタ
形成への影響／大同大 ○(院)石川悠太， 高
田 健， 北海道大 池田賢一， 三浦誠司

種々の条件で押出加工したA7003アルミニウム
合金の組織と力学特性／千葉工大 ○(院)池
田達哉， 寺田大将

Mg-Al-Zn系合金の引張特性に及ぼす水素と
ひずみ速度の影響／新居浜高専 ○(学)泉
颯希， 真中俊明

P25

Al-Mg-Si合金における加工ひずみのβ"形成 P26
への影響／大同大 ○(院)井俣竜士， (学)植
田 学， (学)森下僚也， 高田 健

Mg-6Zn-0.3Ca(mass%)合金圧延材の室温成形 P27
性と引張特性に及ぼす微量添加元素の影響／
長岡技科大 ○(院)鈴木晋太朗， 中田大貴，
鎌土重晴， NIMS 佐々木泰祐

アルミニウム中空構造体の高速高品質接合を P28
可能とする反転摩擦攪拌接合の開発／大阪大
○(院)越智真理子， 森貞好昭， 藤井英俊

硫酸アルマイトの生成効率に及ぼす電解液中 P18
へのアルコール添加量の影響／工学院大 ○
(院)松本幹正， 橋本英樹， 阿相英孝

ダイカスト材内部のガスのみで発泡させたポー P19
ラスアルミニウム／群馬大 ○(院)高田桂佑，
半谷禎彦， 大阪大 藤井英俊， 青木祥宏，
(院)周 夢然， 芝浦工大 宇都宮登雄， 東大
生研 吉川暢宏
発泡アルミニウムと金属平板サンドイッチ構造 P20
体の形状付与／群馬大 ○(院)大槻晃平， 半
谷禎彦， 芝浦工業大 宇都宮登雄， 東京大
生研 吉川暢宏

蛍光X線分析-FP法によるMg地金・合金分析／ P21
リガク ○松田 渉， 森川敦史， 大渕敦司，
森山孝男， リガク，明治大 中村利廣

Al-Mg-Si合金における異なる時効温度によるク P14
ラスタ構造変化の軟X線XAFS測定／兵庫県立
大 ○(院)野々村壮紘， (院)田中芹奈， 足立
大樹

P07

P06

溶湯撹拌法とサーボプレスを用いたアルミニウ P12
ム合金A7075の半凝固鍛造／群馬大 ○(院)
角田健太郎， 同志社大 (院)堀切 豪， 群馬
大 (院)原田英人， 同志社大 田中達也， 大
阪工大 羽賀俊雄， 群馬大 小山真司， 井
上雅博， 西田進一
Al-Si二元合金の熱伝導率に対するSi量の影響 P13
／コベルコ科研 ○岩崎祐紀， 西田洸人

P05

P04

マグネシウム合金の深絞り成形挙動に及ぼす
ミクロ組織の影響／千葉工大 ○(院)若林泰
斗， 田村洋介

Mg-Y-Zn希薄固溶体のクリープ挙動と林転位
の影響／富山県立大 ○(院)杉田大介， (学)
土田成希， (院)近藤史樹， 鈴木真由美

Mg-9Al-1Zn-2Ca合金MIG溶接継手の強度・ P24
疲労特性に及ぼす 溶加材組成の影響／大阪
府大 ○(院)高畑太朗， 瀧川順庸， 上杉徳
照， 木ノ本伸線 上田光二， 木ノ本裕， 大
阪府大 東 健司

Ti-6Al-4V合金を用いたレーザ積層造形材の P17
組織評価と力学特性／芝浦工大 ○(院)宮崎
史帆， 物材研 草野正大， 岸本 哲，
Dmitry S. Bulgarevich， 芝浦工大 湯本敦
史， 物材研，東大 渡邊 誠

0.9 mass%NaCl水溶液流動内におけるマグネシ P11
ウム円管の腐食挙動／山梨大 ○(院)折井天
悟， 芝浦工大 吉原正一郎， 山梨大 山田
隆一， 伊藤安海

マグネシウム合金における変形応力のひずみ
速度依存性に及ぼすCaの影響／神戸大 ○
(院)近成勇太， 中辻竜也， 池尾直子， 向井
敏司

AZ91DおよびAM60Bマグネシウム合金の接着 P23
性に及ぼす各種表面処理の影響／広島工大
○(院)今井田至世， 堀金属 西條充司， 岡
山理科大 金谷輝人， 広島工大 日野 実

Al-25%Si合金を用いてダイカスト法により作製し P16
た薄肉ヒートシンクモデルの欠陥が放熱性能に
与える影響／大阪工大 ○(院)今村慎二郎，
(院)寺尾 勝， 布施 宏， 羽賀俊雄

電子ビーム三次元積層造形法で作製したTiAl P09
合金の特異バンド状組織が室温延性に及ぼす
影響／大阪大 ○(院)坂田将啓， 趙 研， 安
田弘行， 新居浜高専 當代光陽， 大阪大
中野貴由， 物材機構 池田亜矢子， 金属技
研 上田 実， 東工大 竹山雅夫
{332}<113>双晶に着目した変形機構制御によ P10
るβ型チタン合金の疲労強度改善／大阪大
○（院）行 耕平， 趙 研， 東北大 新家光
雄， 大阪大 安田弘行

P02

P03

押込み試験によるAl-Mg合金の高温における
活性化体積の評価／日本大 ○(院)五十嵐
仁， 高木秀有

表面処理されたアルミニウム合金の疲労特性に P22
及ぼす膜厚の影響／広島工大 ○(院)城戸竜
太， 上村工業 村山敬祐， 黒坂成吾， 小
田幸典， 岡山理科大 金谷輝人， 広島工大
日野 実

大型装置を用いたアルミニウム合金A7075の薄 P15
板連続鋳造法／群馬大 ○(院)堀米優斗，
(院)柏谷悠太， (学)萩原真人， (院)市川純
史， (学)植松大地， (学)大見凌矢， (院)原
田英人， 西田進一

超微細粒AZ31Fマグネシウム合金の静的再結 P08
晶における微視組織および機械的性質の変化
／和歌山高専 ○(専)池田光志， 樫原恵蔵，
豊橋技科大 青葉知弥， 小林正和， 三浦博
己

P01

ポスターセッション（交流棟4F 401・402教室前通路、401） (13:10～15:10)

(15)

第2日目 2018年11月10日（土）

不純物Pb,Biを含む6000系アルミニウム合金の
過負荷条件における耐湿潤ガス応力腐食亀裂
進展挙動／茨城大 ○(院)杢家弘樹， 伊藤吾
朗， 車田 亮， (院)秋篠亮太， 倉本 繁，
小林純也
Al-Cu系合金冷間圧延材の耐水素脆化性／茨
城大 ○(院)豊田章嵩， 小林純也， 倉本
繁， 伊藤吾朗

高Mg組成の5000系アルミニウム合金の疲労亀
裂進展特性に及ぼす内在水素の影響／茨城
大 ○(院)鬼澤 海，山梨大 山田隆一， 茨城
大 伊藤吾朗， 車田 亮， 中村雅史

Al-Zn-Mg系合金上に作製した皮膜特性に及
ぼす蒸気コーティング条件の影響／芝浦工大
○(学)武藤 拓， 芝浦工大 (院)嶋田雄太，
石崎貴裕

多機能チタン合金の変形挙動に及ぼす結晶粒
界の影響／茨城大 ○(院)木村拓也， 倉本
繁， NIMS 仲川枝里， NIMS,九州大 大村
孝仁

LPSO型Mg-Zn-Y系合金押出材の応力腐食割 P51
れ挙動／熊本大 ○(院)川上智大， 熊本大
MRC 山崎倫昭， 井上晋一， 河村能人

P52

高強度LPSO型Mg-Zn-Gd系合金の難燃性向
上／熊本大 ○(院)大元涼介， 熊本大MRC
井上晋一， 山崎倫昭， 河村能人

3D積層造形ポーラスアルミニウムにおける塑性 P53
異方性とセル構造の規則度の関係／首都大
○(院)藤森佑太， (院)濱口拓也， (院)三浦汀
桜子， (院)松尾彗司， 北薗幸一

Mg-Al-Zn-Ca系合金の疲労き裂進展経路解 P54
析／茨城大 ○(院)橋本拳志， (院)鬼澤 海，
伊藤吾朗， 車田 亮， 権田金属工業 野田
雅史， 伊藤友美

時効硬化型6000系アルミニウム合金の析出強 P55
化に及ぼすユニバーサルクラスタの影響／長
岡技科大 ○(院)浅田雄基， (学)Amalina
Aina Binti Kaharudin， (院)本間渉人， 北海
道大 池田賢一， 富山大 李昇原， 松田健
二， 長岡技科大 本間智之
超高速衝撃荷重下におけるマグネシウム合金 P56
の変形挙動に及ぼす溶質イットリウムの影響／
神戸大 ○(院)藤田直輝， JAXA 長谷川直，
神戸大 中辻竜也， 池尾直子， JAXA 佐藤
英一， 神戸大 向井敏司

A1070工業用純アルミニウムとPET樹脂の円盤 P44
摩擦接合継手の組織と強度／富山大 ○(院)
田尻典大， (院)廣瀬周平， (学)杉森康志郎，
柴柳敏哉

蒸気コーティング法によるAZ80マグネシウム合 P45
金上への皮膜の作製と特性評価／芝浦工大
○(院)長島悠真， (院)宮下智弘， (院)稲村
萌々， 石崎貴裕

523Kで時効したAl-Mg-Ge合金の微細組織に P46
おけるAg添加の影響／富山大 ○(院)梅村周
佑， 土屋大樹， 李 昇原， 松田健二， 北
海道大 池田賢一， 長岡技科大 本間智之，
富山大学名誉教授 池野 進
P47

伸線加工を施したAl-Fe系合金の組織と力学
特性／熊本大 ○(院)戸髙啓太， 津志田雅
之， 熊本大IPPS 北原弘基， 熊本大MRC
安藤新二， 大電 新本克将， 江越紀一郎，
平田隆一
純マグネシウム単結晶の一軸疲労試験におけ P48
る 疲労破壊機構の結晶方位依存性／熊本大
○(院)城戸優汰， 津志田雅之， 熊本大IPPS
北原弘基， 熊本大MRC 安藤新二

A7050アルミニウム合金の時効処理に伴う析出 P49
組織と硬さ変化に及ぼす二段時効の効果／東
京工大 ○(院)佐野悠太， 原田陽平， 村石
信二， 熊井真次

ZM21マグネシウム合金の腐食挙動における表 P37
面性状の影響／山梨大 ○(院)小林伶香， 芝
浦工大 吉原正一郎， 山梨産技セ 三井由香
里， 山梨大 山田隆一， DCU
BryanJ.MacDonald， 山梨大 伊藤安海

Al-Mg-Si合金におけるひずみ付与が析出物の P38
形成におよぼす影響／大同大 ○(院)西村優
希， 高田 健， 九州大 (院)前田拓也， 金
子賢治

P39
組織制御を施したAl-Mg-Si合金上への
AlO(OH)皮膜形成および特性評価／芝浦工大
○(院)渡邊康平， (院)森浩太朗， 石﨑貴裕，
芹澤 愛

水蒸気を利用したAl-Si鋳造合金の表面改質に P40
よる耐食性の向上／芝浦工大 ○(院)小田拓
宏， (院)金 太駿， 石﨑貴裕， 芹澤 愛

P41
引張試験によるAl-Cu合金上に形成した
AlO(OH)皮膜の密着性評価／芝浦工大 ○
(学)田井富明， 名古屋大 李 鴻美， 高田尚
記， 芝浦工大 芹澤 愛

TP-1試験に準ずるAl結晶粒微細化剤小規模 P42
評価法の提案／名古屋工大 ○(院)鍵本 亮，
渡辺義見， 佐藤 尚， 知場三周， 山田素
子， 香川高専 嶋崎真一

P30

P31

P32

P33

P34

P35

湿潤大気環境中での変形時にMg-Al-Zn-Ca
系合金に発生する表面き裂と組織の関係／茨
城大 ○(院)佐野亮太， 伊藤吾朗， 倉本
繁， 小林純也， 権田金属工業 伊藤友美，
野田雅史

水蒸気プロセスによるAl-Zn-Mg合金上への耐
食性皮膜の形成過程／芝浦工大 ○(院)森浩
太朗， 工学院大 (院)森 正， 橋本英樹，
阿相英孝， 芝浦工大 石﨑貴裕， 芹澤 愛

Al-1.0%Cu-1.0%Mg (mol%)合金の時効硬化に P50
おける加工の影響／富山大 ○(院)松本真輝，
土屋大樹， 李 昇原， 松田健二， 北海道
大 池田賢一， 長岡技科大 本間智之， 富
山大学名誉教授 池野 進

P43

Al-Mg-Si合金におけるMg-Siクラスタ成長によ
る強度延性変化／大同大 ○(院)足立悠作，
高田 健

蒸気コーティング法によりMg-6Al-1Zn-2Ca合 P36
金上に形成した皮膜の耐食性に及ぼす熱処理
の影響／芝浦工大 ○(院)稲村萌々， (院)宮
下智弘， (院)嶋田雄太， 石﨑貴裕

P29

ポスターセッション（交流棟4F 401・402教室前通路、401） (13:10～15:10)
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第2日目 2018年11月10日（土）
アルミニウムの陽極酸化被膜の水素プラズマに PE01 Al-5%Mg合金の粒界脆性に及ぼす微量Naおよ PE07 5083アルミニウム合金MIG溶接材の耐湿潤ガス
応力腐食割れ特性／茨城大 ○(院)ゴラニア リ
びZrの影響／大阪大 ○(院)粂内彩里， 堀川
よる還元／茨城大 ○(院)井上泰一， 伊藤吾
レザ， (学)木内智也， (院)大渕知之， 伊藤
敬太郎， 谷垣健一， 小林秀敏
朗， 佐藤直幸， 池畑 隆， 車田 亮
吾朗

Mnを添加したAl-Si-Mg合金粉末を用いたレー PE02 The effect of natural aging combine with pre- PE08 マグネシウムの生体内分解性に及ぼす溶質元
素添加の影響／神戸大 ○(院)干場太一， 原
strain on bake hardening response in Al-Mg-Si
ザー積層造形体の力学特性／千葉工大 ○
子力機構 山口正剛， 神戸大 池尾直子，
alloy／北海道大 ○(院)Sun Tianhang， 池田
(院)遊佐昌太郎， 寺田大将， 九州大 山﨑
向井敏司
賢一， 三浦誠司， 大同大 高田 健
重人， 光原昌寿， 中島英治， 東洋アルミ
楠井 潤， コイワイ 安達 充
SQ処理によるAl-Zn-Mg合金の粒界析出組織 PE03 6022アルミニウム合金の粒界析出形態に及ぼ PE09 Al-Si-Mg-Fe合金における鉄系金属間化合物
の凝固挙動／東京工大 ○金 大煥，
す結晶粒界特性の影響／神戸製鋼 ○山口拓
制御が耐水素脆化特性に及ぼす影響／茨城
KITECH 金 在皇， 東京工大 手塚裕康，
夢， NTNU (院)Jonas Kristoffer Sunde， 神
大 ○(院)赤羽剛希， (院)石澤真悟， 伊藤吾
小林郁夫
戸製鋼 伊原健太郎
朗， 倉本 繁

難燃性マグネシウム合金の耐食性に及ぼす凝 PE04 縦型高速双ロールキャスト材から作製した高Mn PE10 Effect of homogenization on microstructure of
excess Si-type Al-Mg-Si alloy／Univ. of
3xxxアルミニウム合金板の機械的性質／東京
固組織の影響／芝浦工大 ○(院)金 太駿，
Toyama ○Shuaishuai Qin， Taiki Tsuchiya，
工業大 ○(院)Nguyen Ha， (院)Song Ram，
石崎貴裕， 芹澤 愛
Seungwon Lee， Kenji Matsuda， Hokkaido
(院)大塚一帆， 原田陽平， 村石信二， 熊井
Univ. Ken-ichi Ikeda，Nagaoka Univ. of Tech.
真次
Tomoyuki Homma， Prof.emeritus, Univ. of
Toyama Susumu Ikeno
強ひずみ加工された工業用純チタンの高温引 PE05 nearαチタン合金の固溶強化及び析出強化／ PE11 高体積率応力発光粒子分散Al基複合材料の
作製と加工および特性評価／Univ. of Toyama
NIMS・芝浦工大 ○(院)島上 渓， 富山県立
張特性／工学院大 久保木功， ○(院)山際康
○Yusuke Ota， Taiki Tsuchiya， Seungwon
大 伊藤 勉， NIMS 戸田佳明， 芝浦工大
介， 柳迫徹郎
Lee， Prof. of Emeritus, Univ. of Toyama
湯本敦史， NIMS 御手洗容子
Susumu Ikeno， Univ. of Toyama Yuukou
Horita， Takahisa Ohji， Kenji Amei， Keiji
Shibata， Kenji Matsuda
A6061アルミニウム合金摩擦攪拌接合材の後 PE06 蒸気コーティング法を用いたAl-Zn-Mg合金上 PE12 Cu を添加した Al-Si-Mg 鋳造合金疲労試験片
の表面形状が疲労寿命に及ぼす影響／芝浦
への層状複水酸化物含有ヘテロ構造皮膜の作
熱処理による異常粒成長と継手組織の関係／
工大 ○(院)イムユンス， 芝浦工大 芹澤
製／芝浦工大 ○(院)嶋田雄太， (院)宮下智
富山大 ○(院)神田和勝， 柴柳敏哉
愛， いすゞ自動車 茂泉 健， 竹中俊夫
弘， 石﨑貴裕

7075アルミニウム合金のSSRT引張特性に及ぼ
すひずみ誘起粒界移動の影響／茨城大 ○
(院)中島迪久， 伊藤吾朗， 倉本 繁， 小林
純也

マグネシウムの溶解反応を用いたタングステン P64
酸マグネシウムMgWO4の作製／室蘭工大 ○
(院)古賀絢也， 佐々木大地， 藤木裕行

気孔形態を制御した複合化ポーラスアルミニウ P65
ムの圧縮特性とその評価／芝浦工大 ○(院)
金 明秀， 宇都宮登雄， 群馬大 半谷禎
彦， (院)小林龍聖

7000系アルミニウム合金高速押出し材の表面 P66
品質に及ぼす化合物の影響／長岡技科大 ○
(院)本間渉人， (学)Amalina Aina Binti
Kaharudin， 本間智之

Al-Cu-Ag合金の時効処理による高剛性化と高 P67
強度化／横浜国大 ○(学)豊島高彬， 笠間亮
太， 岩岡秀明， 廣澤渉一

Al-Cu-Mg系合金の耐水素脆化特性に及ぼす P68
冷間圧延の影響／茨城大 ○(院)藤澤竜星，
小林純也， 倉本 繁， 伊藤吾朗

異なった均質化処理条件のAl-Mg-Si合金押出 P69
材における組織観察／富山大 ○(院)梅澤崇
良， 土屋大樹， 李 昇原， 松田健二， 北
海道大 池田賢一， 長岡技科大 本間智之，
富山大学名誉教授 池野 進

Al-10Si-0.3Mg合金のレーザー積層造形材に P70
おける積層位置と力学特性の関係／千葉工大
○(院)須貝和人， 寺田大将， 九州大 山﨑
重人， 光原昌寿， 中島英治， 東洋アルミ
楠井 潤， コイワイ 安達 充

P57

P58

P59

P60

P61

P62

P63

ポスターセッション（交流棟4F 401・402教室前通路、401） (13:10～15:10)

Program
of
The 135th Conference of Japan Institute of Light Metals
(November 9-11, 2018, Shibaura Institute of Technology)
1. 【Award Lecture】 Strengthening and investigation of recrystallization behavior in Al-Mn automotive heat exchanger fin stock
using continuous casting method
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ K.Suzuki，T.Sasaki，Y.Owada，T.Anami
2. Effect of solidification rate on material properties of Al-Mn-Si based alloy fin stock for automotive heat exchangers
･･････････････････････････････････････････ S.Maruno，M.Yoshino，S.Iwao，Y.harada，S.Muraishi，S.Kumai
3. Effect of bonding conditions on production of A3003 / A4045 clad material using a vacuum roll bonding method
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ Y.Hara，T.Yamaguchi
4. Effect of heating condition on joint quality of brazed aluminum- and copper-alloy plates
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ M.Ojiri，H.Hori
5. Effect of preliminary aging on two-step aging properties of die-cast Al-Si-Cu-Mg alloy
･････････････････････････････････････････････････････････････････ S.Onuki，R.Matsuda，T.Ando，M.Tejima，Y.Okada
6. TEM observation of T5 processed Al-7Si-0.4Mg casting alloy with aging
･･･････････････････････････････････････････ Y.Makita，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Saikawa，S.Ikeno，K.Matsuda
7. Improvement of elastic moduli by aging treatment and elucidation of the mechanism for Al-Zn-Cu alloy
･･････････････････････････････････････････････････････････････ H.Iwaoka，R.Kasama，Y.Umeda，Y.Tang，S.Hirosawa
8. Study of Stable Structure of Solute Cluster in Al-Si Based Alloys by using Kinetic Monte Carlo Method
･･････････････････････････････････････････････････････････････････ K.Sugio，H.Mito，Y.Choi，G.Sasaki
9. The method of determination of Mg additive amount in Al-Mn-Mg alloy for the basket of transport and storage casks of
spent nuclear fuels
･･････････････････････････････････････････････････････ T.Shinozaki，J.Shimojo，H.Akamatsu，K.Matsumoto，T.Shinya
10. 【Award Lecture】 3DAP characterization of clusters responsible for the bake-hardening response in Al-Mg-Si alloys
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ Y.Aruga，M.Kozuka，T.Sato
11. Cu addition effect on natural aging behavior of Al-Mg-Si alloys studied by muon spin relaxation method
･･････････････････････････････････ K.Nishimura，K.Matsuda，N.Nunomura，S.Lee，T.Namiki，I.Watanabe，T.Matsuzaki
12. Age-hardening behaviour in Al-0.5mol%Mg 2Si alloys added excess Si aged at 473K
･･･････････････････････････････････････････ T.Tsuchiya，Y.Makita，S.Lee，S.Saikawa，S.Ikeno，K.Matsuda
13. Effect of 2 step aging on microstructure evolution of transition metal added Al-Mg-Si alloy
･････････････････････････････････････････････････････････････････ S.Lee，Y.Kuroda，T.Tsuchiya，S.Ikeno，K.Matsuda
14. Effect of pre-strain on two step age-hardening behavior of Al-0.62mass%Mg-0.32mass%Si alloy
････････････････････････････････････････････････････････････････････････ K.Ikeda，S.Sato，T.Sun，S.Miura，K.Takata
15. Microstructure effects on the mechanical properties of 1000 series aluminum alloy foils
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Hara，D.Egusa，M.Mihara，H.Tanaka，E.Abe
16. Effect of friction stir process on material properties of die-cast Al-Si-Cu-Mg alloy
････････････････････････････････････････････････････････････････ R.Enomoto，Y.Yoshida，T.Ando，K.Ito
17. Microstructural observation in Al-1.0mass%Mg 2Ge alloys containing multiple elements
･････････････････････････････････････････････ T.Kataoka，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，K.Ikeda，T.Homma，S.Ikeno
18. Effect of Cu concentration on mechanical properties and precipitation of Al-Zn-Mg Alloys
･･･････････････ T.Yasumoto，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，S.Nishikawa，K.Shibata，T.Yoshida，S.Murakami，S.Ikeno
19. Microstructure observation of cold-rolled Al-Mg-Si alloy with Cu and Ag addition
･･･････････････････････････････････････････ K.Yatsukura，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，K.Ikeda，T.Homma，S.Ikeno
20. Effect of reversion treatment on two-step aging behavior of 6061 aluminum alloy
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ K.Yasue，Y.Nakayama
21. 3D analysis of GP zones in Al-Cu alloy by STEM image intensity
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Kobayashi，D.Egusa，E.Abe
22. Aging behavior and microstructure in multi-directionally forged Al-Mg-Sc alloy
･････････････････････････････････････････････････････････ T. Aoba，M. Kobayashi，H. Miura，C.Watanabe
23. Influence of cold rolling on aging behavior of Al-3Mg-1Cu alloy
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ XL.Chen，M.Mihara，E.Kobayashi
24. Hydrogen removal efficiency of vacuum treatment for molten Al-Cu-Si alloy
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ Y.Yamazaki，T.Hiraki，T.Nagasaka
25. Effects of severe cold rolling on mechanical properties and hydrogen embrittlement susceptibility of
Al-8%Zn-2%Mg-2%Cu-0.2%Cr alloy
･････････････････････････････････････････････････････････ M.Safyari，H.Tadenuma，J.Kobayashi，S.Kuramoto，G.Itoh
26. Effect of hydrogen on small punch test of Al-Zn-Mg-Cu alloy and Al-Mg alloy
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ N.Horikawa，T.Kagose
27. Hydrogen gas evolution during tensile deformation of 6061-T6 aluminum alloys containing deuterium
････････････････････････････････････････････････････ T.Matsubara，K.Horikawa，K.Tanigaki，H.Kobayashi
28. Resistance to hydrogen embrittlement of 5083 aluminum alloy welds
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ T.Ohbuchi，G.Itoh，G.Alireza，T.Kiuchi
29. The influence of cold rolling on the hydrogen embrittlement resistance in Al-8%Zn-2%Mg-2%Cu-0.15%Zr alloy
･････････････････････････････････････････････････････････ H.Tadenuma，J.Kobayashi，S.Kuramoto，G.Itoh

(17)

30. Microstructure decomposition in an as-quenched H charged and subsequently aged Al-Zn-Mg alloy
･････････････ A.Bendo，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，K.Nishimura，N.Nunomura，H.Toda，K.Hirayama，K.Shimizu，
･･ H.Gao，M.Yamaguchi，K. Ebihara，M.Itakura，T.Tsuru，S. Nishikawa，K. Shibata，T.Yoshida，S. Murakami，S. Ikeno
31. Hydrogen partitioning to particles and hydrogen embrittlement in Al-Zn-Mg alloys
･･････････････････････････････････････････････････････････････････ K.Shimizu，H.Toda，H.Su，A.Takeuchi，K.Uesugi
32. Resistance to hydrogen embrittlement in 7075-T6 aluminum alloys pre-deformed at high strain rates
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ K.Horikawa，H.Kobayashi
33. Effect of a strain rate on hydrogen embrittlement of an Al-10Zn-2.6Mg-1.6Cu-0.2Cr alloy in humid air
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Manaka，M.Todai，M.Wada
34. Hydrogen production by alcoholysis reaction of AZ31B magnesium alloy chips generated by machining
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ K.Matsuzaki，Y.Harada
35. 【Keynote】Joint interface morphology and thermal history of dissimilar-metal joints fabricated by various joining methods
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ K.Kumai
36. Lap joint of Aluminum alloy and Zinc-plated steel by magnetic pulse welding and their interfacial microstructure observations
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ K.Nakamura，K.Okagawa，T.Itoi
37. Investigation of welding condition in high-tensile-strength steel sheet and aluminum alloy by magnetic pulse welding
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ S.Kitta，K.Nakamura，K.Okagawa，T.Itoi
38. 【Keynote】State of the arts aluminum joining technology for body in white of automotive industry
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Tarui
39. Nanostructural analysis of welded titanium alloys using LFW method
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Homma，H.Takano，T.Ozaki
40. Numerical analysis on microstructure and deformation behavior of magnetic pulse welded and formed Al sheet
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Kambe，S.Muraishi，S.Kumai
41. Welding interface of MPW using aluminum plate with different tempering
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ M.Okihara，S.Muraishi，S.Kumai
42. SPH analysis of MPWed interface formation behavior in Al/Cu joint
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ S.Kimura，S.Muraishi，S.Kumai
43. Mechanical properties of friction stir welded semi-solid cast AC4CH aluminum alloy joints
････････････････････････････････ M.Takahashi，M.Maeda，K.Yamamoto，K.Kamikubo，Y.Sugiura，S.Iwasawa
44. Temperture measeurement of Friction welding(Rotation side & Fixed side)
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Okamoto，M.Maeda
45. Softening behavior of joint by friction stir welding on aluminum plate deformed by ECAP
･･････････････････････････････････････････････････････････ Y.Onizawa，K.Aoki，T.Utsunomiya，Y.Sekine
46. Effect of Electrode Materials on weldability in Resistance Spot welding for aluminum sheets
･････････････････････････････････････････････････････････ R.Kouguchi，T.Yamaguchi，T.Tanaka，S.Mukae
47. V-bending properties of various magnesium alloy sheets at various temperatures
･･････････････････････････････････････････････････････ Y.Chino，X.Huang，E.Ikutake，T.Ito，M.Sato，H.Ueda，F.Kido
48. Warm bending formability and microstructural evolution during bending of rolled AZ31B magnesium alloy
･････････････････････････････････････････････････････････････････ X.Huang，E.Yukutake，T.Ito，M.Sato
49. V-bending properties of texture controlled AZ31B magnesium alloy sheets at various temperatures
･････････････････････････････････････････････････････････････････････ D.Ando，M. Sato，X.Huang，T. Ito，E. Ikutake
50. Bending behavior and its microstructural evolution of AT31 Mg alloy
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ H.Somekawa，X.S.Huang，T.Ito，E.Ikutake
51. Effect of microstructure on bendability in Mg-Zn-RE (ZE10) sheet alloy
････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Sasaki，T.Ito，E.Yukutake，M.Noda，X.Huang
52. Structure of Mg-3Al-Zn1-1Ca alloy sheet
･･････････････････････････････････････････････････ H.Ueda，M.Inoue，X.Huang，T.Ito，M.Sato，E.Ikutake
53. V-bending formability and microstructural evolution during bending of AZ31 alloy sheet with addition of Ca
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Ito，X.Huang，E.Yukutake，T.Sasaki
54. Unveiling the formation of rolling texture in Mg-Al-Ca and Mg-Zn-Ca alloys
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Nakata，S.Kamado
55. Alloy design and preparation by casting process in equi-atomic and non-equi-atomic Mg-Al-Cu-Zn-Sn alloys for the development
of new Light-weight High Entropy Alloys (LW-HEAs)
･･････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Nagase，A.Shibata，M.Matsumuro，M.Takemura
56. Quality of molten metal in AZ31 magnesium alloy with addition of Ca
････････････････････････････････････ H.Kazuta，H.Kurosawa，S.Saikawa，Y.Matsumoto，K.Shimizu，H.Ueda
57. Effect of molten metal holding time on corrosion behavior of cast Mg-Al-Zn-Ca alloys
･･････････････････････････････････ M.Ohara，I.Nakatugawa，Y.Matsumoto，F.Kido，T.Matsumoto，S.Saikawa
58. Fatigue strength and fatigue mechanism in Mg-Al-Ca alloys
････････････････････････････････････････････････････････････････････ Y.Miyashita，M.Kimura，Y.Hagihara，Y.Otsuka
59. Effect of microstructure on plate bending fatigue properties of Mg-8Al-1Zn-1Ca
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ H.Katagiri，T.Ito
60. Plate bending fatigue properties of Mg-9%Al-1%Zn-2%Ca alloy TIG joints
･･･････････････････････････････････････････ N.Saito，X.Huang，H.Ueda，M.Inoue，T.Matsumoto，T.Ishikawa，Y.Chino
61. 【Award Lecture】 Study for deformation mechanism and novel alloy development in Mg alloys
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ D.Ando
62. Alloying effects for non-basal slips in magnesium single crystals.
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ S.Ando，K.Arita，H.Kitahara
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63. Effect of Ca content on the micro structure and mechanical properties of Mg-Al-Sr-Ca alloy for die casting
･･････････････････････････････････････ M.Mizutani，K.Tanaka，H.Kazuta，S.Saikawa，K.Yoshida，N.Kawabe
64. Effect of grain size on tensile properties of HPTed AZ31B magnesium alloy
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ Y. Nomura，S. Kuramoto
65. Mechanical properties of friction stir-processed Mg-3%Al-1%Zn alloy with fine grains
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ N.Ozawa，S.Kuramoto，E.Yukutake
66. 【Keynote】Materials science of a mille-feuille structure
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ E.Abe
67. First-principles calculation of kinks in pure magnesium
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ M.Itakura，M.Yamaguchi
68. Effects of microstructures on kink strengthening of Millefeuille type magnesium alloys
･･･････････････････････････････････････････････････････････ D.Egusa，M.Yamasaki，Y.Kawamura，E.Abe
69. Rotational fluctuation phenomena on twinning of dilute Mg-Zn-Y alloys
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ S.Hirata，D.Egusa，E.Abe
70. 【Keynote】 Analysis of mechanisms of kink formation and strengthening in mille-feuille structural materials: bridging between
the past and the future
････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Fujii，K.Higashida
71. Analysis of kink deformation based on rank-1 connection
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ T.Inamura
72. Deformation mechanisms in direct solidified Mg-LPSO alloy during uniaxial compression
･･･････････････････････････････････････････････････････････････ D.Drozdenko，K.Mathis，M.Yamasaki，Y.Kawamura
73. Influence of kink boundary formation on the strain hardening/relaxation in an LPSO-typed Mg-Zn-Y alloy
････････････････････････････････････････････････ T.Matsumoto，M.Yamasaki，H.Somekawa，K.Hagihara，Y.Kawamura
74. Deformation banding in LPSO structure single crystal under uniaxial tensile loading
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120. Effect of holding time after superheated melt treatment on microstructure of Al-Si alloys
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129. Effect of stress on the corrosion potential of cast aluminum alloy
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132. Compression property of functional gradient porous aluminum by sintering and dissolution process and foaming process
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142. Effect of temperature and indentation on friction stir diffusion bonding of 5052Al/metal foils
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Entropy Method (MEM)
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150. Influence of Cu addition on microstructure of HPT-processed Al-Li alloy
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white X-ray
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152. Superplastic deformation behavior of Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.1Si (Ti-6242S) alloy having the ultrafine-grained microstructure
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153. Upsizing severely deformed area for ultrafine grain refinement of Al alloy using incremental feeding technique in
high-pressure torsion
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154. High-pressure sliding for grain refinement of Al alloy in pipe form
･･････････････････････････････････････････････････ K.Matsuda，Y.Tang，Y.Takizawa，M.Yumoto，Y.Otagiri，Z.Horita
155. Multi-Pass High Pressure Sliding (MP-HPS) for Grain Refinement for Superplasticity in Al-Mg-Sc Rectangular Rod.
･･････････････････････････････････････ Y.Watanabe，Y.Tang，T.Masuda，Y.Takizawa，M.Yumoto，Y.Otagiri，Z.Horita
156. Simultaneous enhancement of strength and ductility in ultrafine grained Al-13.4wt%Mg alloy using spinodal decomposition
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157. Influence of a small amount of Fe on intergranular fracture in high-purity Al-7.3Mg alloy
･････････････････････････････････････････････････････････････ R.Ohte，T.Uesugi，Y.Takigawa，K.Higashi
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159. Investigation of mechanical properties in Al-7%Si cast alloys with changing the eutectic Si particles by trace P and Sr
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