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  5. Shear texture analysis of surface layer subjected to friction roll surface processing and annealing in high-purity titanium sheet
     ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  S.Nakama，Y.Ougiya，Y.Takayama，H.Watanabe
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     ･･･････････････････････････････････････････････････  S.Wang，S.Chen，T.Kawabata，T.Yamazaki，S.Ikeno，H.Takagi，K.Kawakita，K.Matsuda
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  25. Application of High-Pressure Sliding for 7075 Al alloy and microstructure control
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  26. TEM observation for precipitates in aged Al-Mg-Ge alloys with different Mg 2Ge contents
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  27. Precipitation under external stress and dimensional change in a Al-4mass%Cu alloy
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  30. The effects of heat treatment conditions on the elongation of 1200 alloy sheets
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  31. Hydrogen generation of bulk Al alloys
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  32. Effects of intermetallic compounds on solid solution amount determination by phenol dissolution method
     ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  Y.Shimizu，K.Kojima，K.Kurusu

  33. Effect of collision condition on metal jet emission and interface morphology at high speed collision of Al plates
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  34. Strength and interfacial microstructure of aluminum alloy stud/plated steel joints fabricated by high-speed solid-state joining
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  35. Effect of plate thickness on microstructure and mechanical properties of high-speed solid-state welded 2024 aluminum alloy stud and 
          6N01 aluminum alloy plate
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