
1. Effect of additive element on aging products of Al-1.0mass%Mg2Si alloy

･････････････････････････････････････････････････  K.Ikeda，T.Sun，Y.Shimada，S.Lee，T.Tsuchiya，K.Matsuda，T.Homma
2. TEM observation of Al-7%Si-0.3%Mg alloy demolded and aged at 473K

･････････････････････････････････････････････････  K.Muro，Y.Makita，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Saikawa，K.Matsuda，S.Ikeno
3. Precipitates observation of Al-7Si-0.4Mg casting alloy extracted by the thermal phenol method

･････････････････････････････････････････････････  Y.Makita，K.Muro，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Saikawa，S.Ikeno，K.Matsuda
4. HRTEM observations in the early stage of aging of 6000 series aluminum alloy

･････････････････････････  AmalinaAina，Y.Asada，H.Yamato，S.Lee，T.Tsuchiya，K.Matsuda，K.Ikeda，THomma
5. Microstructure observation of pre-strained Cu and Ag added Al-Mg-Si alloy with aging treatment

････････････････････････････････････････････  K.Yatsukura，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，K.Ikeda，T.Homma
6. Effect of nanoclusters formed during pre-aging and natural aging on artificial age-hardening behavior of Al-Mg-Si alloys

････････････････････････････････････  S.Tsukamoto，S.Hirosawa，Y.Koshino，Y.Aruga，K.Matsumoto，H.Shishido
7. Two-step aging behavior of Al-1.0mass％Mg2Si(-Ni,Co,V) alloys pre-aged at 393K

･････････････････････････････････････････････  M.Amano，T.Umezawa，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Ikeno，K.Matsuda
8. Effect of Ag addition on microstructure in Al-1.0mass%Mg2Ge alloys

･･･････････････････････････････････････････････  S.Umemura，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，K.Ikeda，T.Homma，S.Ikeno
9. TEM observation of Al-1.0mass%Mg2Ge alloys with different transition elements

･･････････････････････････  T.Kataoka，S.Umemura，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，K.Ikeda，T.Homma，S.Ikeno
10. Effect of intermediate plastic work on two step aging behavior in A7050 aluminum alloy

･･････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Sano，S.Muraishi，Y.Harada，S.Kumai
11. Effect of retrogression on mechanical properties in 7000 series aluminum extrusion material

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Shibata，T.Yoshida，S.Murakami
12. Effect of Cu on mechanical properties and precipitation of Al-MgZn2 alloy aged at 473K.

･･････････････････  T.Yasumoto，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，S.Nishikawa，K.Shibata，T.Yoshida，S.Murakami，S.Ikeno
13. 【Keynote】 Crystallographic orientation relationships of T-/S-phase aggregates in an Al-Cu-Mg-Ag alloy

･････････････････････････････････････････････････････････････････  J.K.Sunde，S.Wenner，A.T.J.V.Helvoort， R.Holmestad
14. 【Theme session Invited Lecture】 Advanced electron microscopy of fine precipitates in aluminum alloys

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  E.Abe
15. Aging behavior of Al-Li(-Cu)(-Mg) alloys deformed by high-pressure torsion (HPT)

･･･････････････････････････････････ Y. Haizuka，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Saikawa，K.Matsuda， Z.Horita，S.Hirosawa，S.Ikeno
16. 【Keynote】 Characterization the Density and Spatial Distribution of Dispersoids  in Al-Mg-Si Alloys

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.S.Remoe， I.Westermann，K.Marthinsen
17. Effect of homogenization on the microstructure of Al-0.33%Mg-0.67%Si and Al-0.67%Mg-0.33%Si (mol%) alloys

･･･････････････････････････････････････････････････  S. Qin，T.Tsuchiya，S. Lee，K.Mastuda，S.Ikeno，T.Homma，K.Ikeda
18. Studying the influence heavy deformation and natural aging on precipitation in an Al-Mg-Si-Cu alloy

･････････  E.Thronsen，J.K.Sunde，I.Erga，K.Marthinsen，R.Holmestad，C.D.Marioara，K.Minakuchi，T.Katsumi，K.Matsuda
19. TEM investigation of H effect into solid solution decomposition in an 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
20. 【Keynote】 Materials analysis using muon

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  J.Sugiyama
21. Time variation of muon spin relaxation rate of Al-1.6%Mg2Si in natural aging

･････････････････････････････････････  K.Nishimura，K.Matsuda，N.Nunomura，S.Lee，T.Namiki，I.Watanabe，T.Matsuzaki
22. Investigation of cluster formation behavior in Al-Mg-Si alloy by soft X-ray XAFS analysis

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.Serina，N.Takehiro，A.Hiroki
23. Dislocation density change  during tensile test in Al-Zn-Mg-Cu alloys

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  H.Adachi，K.Iwata
24. Effect of natural aging on mechanical properties in aluminum die-casting material

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Nishikawa，T.Yoshida，S.Murakami
25. First-principles calculation of Mg2Zn11 and Mg32(Al,Zn)49

･･･････････････････････････････････････････････････････････  N.Nunomura，K.Morita，T.Namiki，K.Nishimura，K.Matsuda
26. Effect of Pre-aging on Final aging Behavior of Al-Mg-Si alloys

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････  T.V.Ba，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Ikeno，K.Matsuda
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  27. Effect of cold-rolling on aging precipitation of Al-Cu-Mg alloy with different Cu/Mg ratio aged at 473K
     ･････････････････････････････････････････････  M.Matsumoto，T.Tsuchiya，S.Lee，K.Matsuda，K.Ikeda，T.Homma，S.Ikeno

  28. Atomic microstructure of kink formed in LPSO type Mg alloys
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  D.Egusa，E.Abe

  29. Control of the formation behavior of deformation band in the Mg-based LPSO-phase, and the evolution to the Mg-Al alloys 
     ･･･････････････････  K.Hagihara，K.Hayakawa，Y.Narimoto，R.Ueyama，T.Nakano，M.Yamasaki，T.Mayama，Y.Kawamura

  30. Effect of flow stress in large strain range in finite element simulation of LPSO type magnesium alloy
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････  S.Inoue，K.Suzawa，R.Matsumoto，Y.Kawamura

  31. Orientation effect on deformation behavior in directionally solidified Mg-LPSO alloy studied by in-situ techniques
     ･･････････････････････････････････････  D.Drozdenko，K.Máthis，M.Yamasaki，S.Harjo，W.Gong，K.Aizawa，Y.Kawamura

  32. 【Award Lecture】 High temperature Creep behavior and strengthening mechanism in Mg alloys
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Suzuki

  33. Relationship between creep strength and c-dislocations by pre-straining in Mg-Y-Zn dilute solid solution alloys
     ････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Suzuki，D.Sugita，N.Tsuchida，F.Kondo

  34. Activity of non-basal slips in Mg-Li alloy
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  S.Ando，H.Miyano，K.Takemoto，H.Kitahara

  35. Effects of cerium additions on deformation behavior of magnesium single crystals
     ･･････････････････････････････････････････････････････････････  H.Kitahara，K.Hayashi，M.Tsushida，S.Ando

  36. Microstructure observation of β1' in binary Mg-2.2mol%Zn alloy aged at 473K

     ･･･････････････････････････････････････････････  T.Maeda， B.Artenis，T.Tsuchiya，S.Lee，S.Ikeno，K.Matsuda
  37. The improvement of room temperature superelasticity in Mg-Sc binary alloy through grain size control

     ･････････････････････････････････････････････････････････････････  K.Yamagishi，D.Ando，Y.Sutou，J.Koike
  38. Thermal conductivity and mechanical property of heat resistant Mg-Al-Ca casting alloy with 3D network intermetallic compounds

     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Ienaga
  39. Effect of grain refinement on mechanical properties in AZ31B magnesium alloy by Equal-Channel Angular Pressing

     ･･･････････････････････････････････････････････  R.Yamada，T.Orii，T.Miyagawa，H.Yasui，S.Yoshihara，Y.Ito
  40. Effect of grain size on mechanical properties of friction-stir processed Mg-Al-Zn alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････  K.Ajiro，N.Ozawa，S.Kuramoto，E.yukutake
  41. 【Keynote】 Prototyping of partial body of a high speed railway vehicle by using new flame-retardant magnesium alloys

     ･････････････････････････････････  T.Ishikawa，K.Shimizu，H.Ueda，K.Yamada，S.Sugimoto，M.Noda，K.Yoshida，Y.Chino
  42. Flat bending fatigue characteristics of Mg-Al-Ca-Mn alloy for high speed extrusion

     ･････････････････････････････････････  S.Kanitani，Y.Matsumoto，M.Ogawa，K.Shimizu，T.Nakata，Y.Miyashita，S.Kamado
  43. Effects of microstructure and weld zone on plane bending fatigue properties of MIG welded flame retardant 
　　　　Mg-8Al-1Zn-1Ca alloy sheet

     ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  M.Noda，T.Ito，M.Ueda
  44. Plate bending fatigue properties of Mg-9%Al-1%Zn-2%Ca alloy FSW joints

     ･･････････････････････････････････････････････  N.Saito，X.Huang，Y.Chino，H.Ueda，M.Inoue，T.Matsumoto，E.Yukutake
  45. Effect of microstructural factors on mechanical properties of an extruded Mg-4.0Al-1.0Ca-0.2Mn (mass%) alloy

     ･･･････････････････････････････････････････････････････････  D.Kawagoe，T.Nakata，S.Kamado，Y.Matsumoto，K.Shimizu
  46. Effect of Zn addition and rolling conditions on mechanical properties of a rolled Mg-8Al-1Ca (mass%) alloy sheet

     ･･････････････････････････････････････  T.Nakatsugawa，T.Nakata，S.Kamado，K.Suzawa，K.Yoshida，N.Kawabe
  47.  Influence of Friction Stir-Process on Mechanical Properties of Mg-Al-Zn-Ca Alloys
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