
  1. 【Keynote】 Evolution from LPSO structure to mille-feuille structure
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kawamura

  2. 【Keynote】 Summary of issues for construction of kink strengthening theory
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Fujii

  3. Reduction in the generalized stacking fault energy of LPSO-type magnesium alloy under uni-axial compression
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Yamaguchi，M.Itakura，M.Shiga

  4. Long  Range Stacking Fault Energy of LPSO-type magnesium alloy 
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Itakura，M.Yamaguchi

  5. 【Keynote】 SWAXS analysis of LPSO formation from glass Mg-TM-Y alloys
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Okuda，H.Tanaka，M.Yamasaki，Y.Kawamura

  6. Structure of cluster assemblage in MgYZn LPSO structure
     ･････････････････････････････････････････････････････  M.Ito，K.Kintsu，H.Okuda，S.Kurokawa，M.Yamasaki，Y.Kawamura

  7. Characteristics of LPSO phase formation behavior in the Mg-rich corner of Mg-Ni-Y ternary system
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Yamashita，T.Kawahara，D.Egusa，E.Abe

  8. Effects of initial microstrocutres on the kink-formaiton in Millefeuille type magnesium alloys
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  D.Egusa，E.Abe

  9. Grain refinement by severe plastic deformation and its microstructural stability at elevated temperature in a long period stacking ordered 
       Mg-Y-Zn alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Suzuki，M.Takemura，T.Kato
  10. 【Keynote】 Kink deformation behaviour of directionally solidified Mg/LPSO two-phase alloys under compression

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Yamasaki，K.Hagihara，T.Mayama，Y.Kawamura
  11. Configuration of dislocations in kink boundaries formed in a single crystalline Mg-Zn-Y alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Matsumoto，M.Yamasaki，K.Hagihara，Y.Kawamura
  12. Atomic scale characterization of kinking and twinning in dilute Mg-Zn-Y alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Hirata，D.Egusa，E.Abe
  13. Deformation behavior analysis of LPSO phase in Mg85Zn6Y9 alloy by micro-shear testing

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Takagi，Y.Mine，K.Takashima
  14. 【Keynote】 Effect of temperature and strain-rate on the plastic deformation behavior of the Mg-alloys primarily composed of the LPSO-phase

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Hagihara，Z.Li，T.Nakano，M.Yamasaki，Y.Kawamura
  15. Numerical study on development of kink band formation in LPSO structure

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Mayama，K.Hagihara，Y.Tadano，T.Ohashi
  16. Nonlinear unloading behavior of LPSO-type Mg-Zn-Y alloys

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Shiraishi，T.Mayama，M.Yamasaki，Y.Kawamura
  17. Characterization of kink-introduced Mg-based synchronized LPSO 2-phase alloy by neutron diffraction

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Aizawa，W.Gong，S.Harjo，T.Kawasaki
  18. Microstructure and mechanical characterization of Mg-Zn-Y based alloys with low fraction of LPSO phase

     ･････････････････････････････････････････････････････････････  D.Drozdenko，M.Yamasaki，N.Kizu，S.Inoue，Y.Kawamura
  19. 【Keynote】 Analysis of twinning and kinking behavior in Mg alloys by AE clustering technique

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Enoki，K.Tamura，T.Shiraiwa
  20. Influence of the additive element on the extruded formability of the Mg-Zn-Y alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Sasaki，M.Inoue，M.Gonda，H.Shimasaki
  21. Extra-fine wire processing of LPSO-type RS P/M magnesium alloys

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Tsuda，Y.Kawamura，H.Okouchi
  22. Effect of heat generation during extrusion on microstructure evolution and mechanical properties of Mg-Zn-Y alloy

     ･･････････････････････････････････････････････････  K.Suzawa，S.Inoue，M.Yamasaki，Y.Kawamura，K.Yoshida，N.Kawabe
  23. Incombustibility of Mg-Zn-RE alloy with LPSO phase

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Inoue，M.Yamasaki，Y.Kawamura
  24. Room-temperature superplasticity in Mg alloy processed by HPT

     ･････････････････････････････････････････････････  K.Edalati，T.Masuda，M.Arita，Z.Horita，M.Furui，X.Sauvage，R.Valiev
  25. Development of high-strength aluminum alloys by continuous torsion processing

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kanno，S.Udagawa
  26. Microstructure and mechanical properties in multi-directionally forged Al-Mg alloy

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Aoba，M.Kobayashi，H.Miura
  27. Strain-rate and temperature dependent deformation behavior of Al-Mg-Sc system alloys fabricated by Multi-Directional Forging 
　　　　at room temperature

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Sawa，C.Watanabe，R.Monzen，T.Aoba，H.Miura
  28. Grain refinement for superplasticity in Al-Mg-Sc rod using multi-pass high-pressure sliding

     ･････････････････････････････････････････････････････  Y.Tang，K.Sumikawa，Y.Takizawa，M.Yumoto，Y.Otagiri，Z.Horita
  29. Fabrication of Aluminum Foam Composite Controlled Pore Structure by Separate Foaming

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Kin，T.Utsunomiya，Y.Hangai，R.Kobayashi
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  30. Plasma reduction of aluminum oxide by hydrogen
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Inoue，G.Itoh，N.Sato，T.Ikehata，M.Nakamura

  31. Fabrication of porous magnesium alloy using  noncombustible magnesium alloy plates
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kitazono，M.Miyakoshi

  32. Examination of the hydrogen gas analysis of the magnesium alloy
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Mihara，M.Inoue，M.Gonda

  33. Effect of pre-strain on aging precipitation of Al-Cu-Mg alloy with different Cu/Mg ratio
     ･････････････････････････････････････････････････････････  M.Matsumoto，T.Sato，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Ikeno，K.Matsuda

  34. Effects of aging temperature on age hardening behavior of Al-11mass%Zn-3mass%Mg(-Ag) alloys
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Ogura，Y.Aruga，T.Kochi

  35. Microstructure Changes of specimen surface due to repeated loading of 2000 series aluminum alloys.
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Nakagawa，G.Itoh，M.Nakai，H.Matsuura，T.Kanadani

  36. Effect of alternating stirring by rotating magnetic field on grain refinement
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  A.Minagawa，K.Takahashi

  37. Effect of HPT process on precipitations of Al-2.5mass%Li(-2.0mass%Cu)(-2.0mass%Mg) alloys
     ･････････････････････････････････････  Y.Haizuka，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Saikawa，K.Matsuda，S.Hirosawa，Z.Horita，S.Ikeno

  38. Evaluation of Interfacial Thermal Resistance of Al-based Particle Dispersed Composites with Image-based Simulation
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Sugio，K.Kono，Y.B.Choi，G.Sasaki

  39. Fabrication and Characterization of Mechanoluminescence particle/Al composite
     ･･･････････････････････････  Y.Ota，N.Nakamura，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Ikeno，Y.Horita，T.Oji，K.Amei，K.Shibata，K.Okino，K.Matsuda

  40. Mechanical properties of CNF/ flame-resistant magnesium alloy composites by stir casting
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  G.Sasaki，K.Tashiro，Y.Yao，K.Sugio

  41. Microstructure of AZ91D magnesium alloy dispersed mechanical alloying powder by friction stir processing
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  N.Saruwatari，T.Iwaoka，I.Nakamura，M.Aonuma

  42. Effect of pretreatment on electrolyte-anion penetration into barrier-type oxide film formed on high-purity aluminum
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Enoki，A.Shirai，Y.Shimizu

  43. Influence of the pollutants on hydrophilicity of pre-coat aluminum fins
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Tsunoda，K.Tateyama，N.Hattori

  44. Microstructural Characterization of Layered Double Hydroxide Films on Aluminum Alloys
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  N.Takata，Y.Shimada，A.Serizawa，T.Ishizaki，M.Kobashi

  45. Preparation and characterization of film containing layered double hydroxide on Al-Zn-Mg alloy by steam coating
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Shimada，T.Miyashita，T.Ishizaki

  46. Plasma electrolytic oxidation of magnesium in alcohol-containing electrolytes
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Asakura，H.Hashimoto，H.Asoh

  47. Optimization of Zn content for the development of strong and formable Mg-Zn-Ca-Zr bake hardenable sheet alloy 
     ･･････････････････････････････････････････････････････  Y.Yoshimitsu，T.Sasaki，T.Nakata，S.Kamado，T.Ohkubo，K.Hono

  48. Development of bake-hardenable magnesium sheet alloy with excellent room temperature formability
     ･･･････････････････････････････････････････････  M.Z.Bian，T.Sasaki，T.Nakata，Y.Yoshida，N.Kawabe，S.Kamado，K.Hono

  49. Microstructure observation of Mg-(Y,Gd)-Sc alloys aged at 473K
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Hiragi，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Ikeno，K.Matsuda

  50. Thermal conductivity and microstructure of heat resistant Mg-Al-Ca casting alloy with 3D network intermetallic compounds
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ienaga

  51. Microstructure and heat resistance property of Mg-Al-Sr-Ca alloy for die casting
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  M.Mizutani，H.Kazuta，K.Yoshida，N.Kawabe，S.Saikawa

  52. Effect of compounds on formability of flame resistance magnesium alloy sheet
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Ito，M.Noda

  53. Plate bending fatigue properties of Mg-8Al-1Zn-1Ca rolled sheet and MIG welded joints.
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Noda，M.Noguchi，M.Ueda

  54. Characteristics of flame-retardant magnesium alloy drawn wire
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Ueda，M.Inoue，M.Gonda，K.Gezuhara

  55. Effects of Calcium Concentration on Room Temperature Formability and Damping properties of Mg-Ca Alloy Sheets
     ･････････････････････････････････  T.Noguchi，K.Suzuki，X.Huang，N.Saito，I.Nakatsugawa，Y.Tsukada，T.Koyama，Y.Chino

  56. Fatigue properties of some Mg-Al-Zn-Ca alloys
     ･･････････････････････････････････････････････  K.Hashimoto，K.Kizawa，R.Yamada，G.Itoh，A.Kurumada，M.Noda，T.Itoh

  57. Corrosion behavior of homogenized and extruded Mg-Al-Zn-Ca alloys
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  I.Nakatsugawa，X.Huang，N.Saito，K.Suzuki，Y.Chino

  58. Si Coating on Magnesium Alloys to Improve Corrosion
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Kang，T.Ishizaki

  59. Crack propagation behavior during humid gas stress corrosion in some Al-Mg-Si alloys containing impurities of Pb and Bi
     ･････････････････････････････  H.Mokka，S.Aoshima，G.Itoh，A.Kurumada，R.Akishino，T.Ohbuchi，S.Kuramoto，J.Kobayashi

  60. Crack propagation mechanism for humid gas stress corrosion cracking in 6000 series aluminum alloys.
     ････････････････････････････  R.Akishino，T.Ohbuchi，S.Aoshima，S.Ishizawa，G.Itoh，A.Kurumada，H.Mokka，S.Kuramoto，J.Kobayashi

  61. Preferential grain etching in Al-Mg-Si alloys with transition elements
     ･･･････････････  Y.Tomuro，T.Saito，O.Bauger，S.Wenner，C.D.Marioara，R.Holmestad，T.Tsuchiya，S.Lee, S.Sunada, S.Ikeno, K.Matsuda

  62. Effect of laminated consitution on galvanic corrosion between aluminum 1050 and CFRP laminated plate
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Sakai，S.Kawato
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  63. Corrosion behavior changes of A3003 by metal cations in solutions
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Otani，M.Sakairi，A.Kaneko

  64. In situ  microscopic observation of dissolution behavior of Al-Fe alloy using micro electrochemical measurement
     ･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Kakinuma，I.Muto，Y.Sugawara，Y.Oya，Y.Kyo，N.Hara

  65. Development of new coatings against liquid aluminum and its evaluation in an actual environment
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Takahashi，K.Itabashi，T.Yoshioka，T.Narita

  66. 【Keynote】 Hydrogen embrittlement of electrolysis charged Al-Mg-Zn alloys
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Suzuki，Y.Arai，A.Yokoyama，K.Takai

  67. Effect of hydrogen on mechanical properties of high-Zn 7000 series aluminum alloy using indentation
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Yamada

  68. Crystallographic assessment of hydrogen embrittlement using diffraction contrast tomography in Al-Zn-Mg alloy 
     ････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Hirayama，T.Suzuki，H.Toda，K.Uesugi，A.Takeuchi

  69. Effects of hydrogen and strain rate on tensile properties of 7075 aluminum alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Hojo，M.Kikuchi，H.Waki，E.Akiyama

  70. 【Keynote】 Surface energy reduction by hydrogen dissociative adsorption on inner surface of pore in aluminum
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Yamaguchi，K.Ebihara，M.Itakura，T.Tsuru

  71. Hydrogen partitioning and fracture behavior in high-Zn Al-Zn-Mg alloys
     ･･･････････････････････････････････････････････････  K.Shimizu，H.Toda，H.Fujihara，H.Su，H.Gao，K.Uesugi，A.Takeuchi

  72. Assessment of Hydrogen Accumulation Behavior in Al-Zn-Mg Aluminum Alloys by using Kelvin Force Microscopy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Fujihara，H.Toda，K.Shimizu，A.Takeuchi，K.Uesugi

  73. Assessment of hydrogen embrittlement via 3/4D image-based techniques in high Zn Al-Zn-Mg-Cu alloys
     ･････････････････････････････････････････････････････････  H.Su，K.Shimizu，H.Toda，K.Uesugi，A.Takeuchi，Y.Watanabe

  74. Effect of internal hydrogen on fatigue properties in an Al-Zn-Mg-Cu alloy
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Kizawa，R.Yamada，G.Itoh，A.Kurumada，M.Nakamura

  75. Stress corrosion cracking behavior in Al-10Mg alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Masunaga，H.Toda，K.Uesugi，A.Takeuchi

  76. Effects of hydrogen and temper on tensile properties in Al-Zn-Mg series alloys with high Zn concentration
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Manaka，M.Wada，M.Todai

  77. Effect of step quenching treatment on the resistance to hydrogen embrittlement in an Al-Zn-Mg-Cu alloy
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  G.Akaba，S.Ishizawa，G.Itoh，S.Kuramoto

  78. Tensile properties of 6061 aluminum alloys introduced high amount of hydrogen by polishing the surface in water
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Matsubara，K.Horikawa，K.Tanigaki，H.Kobayashi

  79. Resistance to hydrogen embrittlement of cold-rolled Al-Cu-Mg alloy
     ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  R.Fujisawa，J.Kobayashi，S.Kuramoto，G.Itoh

  80. Effect of test environment on tensile properties of cold-rolled Al-Cu alloy
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  A.Toyoda，R.Fujisawa，J.Kobayashi，S.Kuramoto，G.Itoh

  81. Resistance to hydrogen embrittlement of some Mg-Al-Zn-Ca alloys
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  R.Sano，G.Itoh，S.Kuramoto，J.Kobayashi，T.Ito，M.Noda

  82. Effect of acids on sacrificial anode of aluminum alloy in chloride solution
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Kawakami，M.Yoshino，S.Iwao

  83. Effect of annealing temperature before cold rolling on recrystallization behavior of Al-Mn alloy fin stocks with zirconium addition
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