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(57)【要約】
　本発明は、一部の実施形態では、Ｏテンパ又はＴテン
パ製品を形成する方法であって、供給原材料として、非
鉄合金薄片のコイルを用意することと、供給原材料のコ
イルを伸ばすことと、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合
金の固相線温度よりも－１２℃（１０°Ｆ）低い温度と
の間の温度まで供給原材料を加熱することと、供給原材
料を焼き入れして、Ｏテンパ又はＴテンパを有する熱処
理された製品を形成することとを含む。本方法に用いら
れる非鉄合金薄片は、０．４重量％のケイ素と、０．２
重量％未満の鉄と、０．３５～０．４０重量％の銅と、
０．９重量％のマンガンと、１重量％のマグネシウムと
を有するアルミニウム合金を除く。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給原材料として、非鉄合金薄片のコイルを用意することと、
　前記供給原材料の前記コイルを伸ばすことと、
　前記供給原材料を、前記非鉄合金の再結晶温度と、前記非鉄合金の固相線温度よりも－
１２℃（１０°Ｆ）低い温度との間の温度に加熱することと、
　前記供給原材料を焼き入れして、テンパを有する熱処理された製品を形成することとを
含む方法であって、
　前記テンパは、Ｏテンパ又はＴテンパであり、かつ、
　前記非鉄合金薄片は、
　０．４重量％のケイ素と、
　０．２重量％未満の鉄と、
　０．３５～０．４０重量％の銅と、
　０．９重量％のマンガンと、
　１重量％のマグネシウムとのすべてを有するアルミニウム合金を除く、方法。
【請求項２】
　前記加熱することが、赤外線、放射管ガスだき炉、直接抵抗、誘導加熱、及びそれらを
組み合わせたものからなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記非鉄合金が、アルミニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金、銅合金、ニッケ
ル合金、亜鉛合金、及びスズ合金からなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記非鉄合金が、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８ｘｘｘシリーズの
アルミニウム合金からなる群から選択されるアルミニウム合金である、請求項３に記載の
方法。
【請求項５】
　前記非鉄合金がマグネシウム合金である、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記熱処理された製品を再び巻き、第２のコイルを形成することを更に含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　前記加熱温度が、前記非鉄合金の前記再結晶温度と、前記非鉄合金の前記固相線温度よ
りも－１℃（３０°Ｆ）低い温度との間である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記加熱温度が、前記非鉄合金の前記再結晶温度と、前記非鉄合金の前記固相線温度よ
りも１６℃（６０°Ｆ）低い温度との間である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記加熱温度が、前記非鉄合金の前記再結晶温度と、前記非鉄合金の前記固相線温度よ
りも２９℃（８５°Ｆ）低い温度との間である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記非鉄合金がアルミニウム合金であり、かつ前記加熱温度が３１６～５９３．２９℃
（６００～１１００°Ｆ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記非鉄合金がマグネシウム合金であり、かつ前記加熱温度が２８８～４９９℃（５５
０～９３０°Ｆ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　供給原材料として、非鉄合金薄片のコイルを用意することと、
　前記供給原材料の前記コイルを伸ばすことと、
　前記供給原材料を、前記非鉄合金の再結晶温度と、前記非鉄合金の固相線温度よりも－
１２℃（１０°Ｆ）低い温度との間の温度まで、０．５～５５秒の加熱時間にわたり加熱
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することと、
　前記供給原材料を焼き入れして、テンパを有する熱処理された製品を形成することとを
含む方法であって、
　前記テンパは、Ｏテンパ又はＴテンパであり、かつ、
　前記非鉄合金薄片は、
　０．４重量％のケイ素と、
　０．２重量％未満の鉄と、
　０．３５～０．４０重量％の銅と、
　０．９重量％のマンガンと、
　１重量％のマグネシウムとのすべてを有するアルミニウム合金を除く、方法。
【請求項１３】
　前記非鉄合金が、アルミニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金、銅合金、ニッケ
ル合金、亜鉛合金、及びスズ合金からなる群から選択される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記非鉄合金が、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８ｘｘｘシリーズの
アルミニウム合金からなる群から選択されるアルミニウム合金である、請求項１２に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記非鉄合金がマグネシウム合金である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記加熱時間が０．５～２０秒である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記加熱時間が０．５～１０秒である、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記非鉄合金がアルミニウム合金であり、かつ前記加熱温度が３１６～５９３．２９℃
（６００～１１００°Ｆ）である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記非鉄合金がマグネシウム合金であり、かつ前記加熱温度が２８８～４９９℃（５５
０～９３０°Ｆ）である、請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記テンパが、Ｔ４及びＴ４Ｘからなる群から選択される、請求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鋳物合金の熱処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鋳物合金の焼きなまし及び固溶化熱処理は周知である。
【発明の概要】
【０００３】
　一部の実施形態では、当該方法は、供給原材料として、非鉄合金薄片のコイルを用意す
ることと、供給原材料のコイルを伸ばすことと、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固
相線温度よりも１２℃（１０°Ｆ）低い温度との間の温度まで供給原材料を加熱すること
と、供給原材料を焼き入れして、あるテンパを有する熱処理された製品を形成することと
を含む。一部の実施形態では、テンパは、Ｏテンパ又はＴテンパであり、かつ非鉄合金薄
片は、０．４重量％のケイ素と、０．２重量％未満の鉄と、０．３５～０．４０重量％の
銅と、０．９重量％のマンガンと、１重量％のマグネシウムとのすべてを有するアルミニ
ウム合金を除く。
【０００４】
　一部の実施形態では、加熱は、赤外線、放射管、ガスだき炉、直接抵抗、誘導加熱、及
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びそれらを組み合わせたものからなる群から選択される。一部の実施形態では、非鉄合金
は、アルミニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金、銅合金、ニッケル合金、亜鉛合
金、及びスズ合金からなる群から選択される。一部の実施形態では、非鉄合金は、２ｘｘ
ｘ、３ｘｘｘ、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる
群から選択されるアルミニウム合金である。
【０００５】
　一部の実施形態では、非鉄合金はマグネシウム合金である。一部の実施形態では、方法
は、熱処理された製品を再び巻き、第２のコイルを形成することを更に含む。一部の実施
形態では、加熱温度は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度よりも－１℃（
３０°Ｆ）低い温度との間である。
【０００６】
　一部の実施形態では、加熱温度は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度よ
りも１６℃（６０°Ｆ）低い温度との間である。一部の実施形態では、加熱温度は、非鉄
合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度よりも２９℃（８５°Ｆ）低い温度との間で
ある。
【０００７】
　一部の実施形態では、非鉄合金はアルミニウム合金であり、かつ加熱温度は、３１６～
５９３．２９℃（６００～１１００°Ｆ）である。一部の実施形態では、非鉄合金はマグ
ネシウム合金であり、かつ加熱温度は、２８８～４９９℃（５５０～９３０°Ｆ）である
。
【０００８】
　一部の実施形態では、当該方法は、供給原材料として、非鉄合金薄片のコイルを用意す
ることと、供給原材料のコイルを伸ばすことと、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固
相線温度よりも１２℃（１０°Ｆ）低い温度との間の温度まで、０．５～５５秒の加熱時
間にわたり供給原材料を加熱することと、供給原材料を焼き入れして、あるテンパを有す
る熱処理された製品を形成することとを含む。
【０００９】
　一部の実施形態では、テンパは、Ｏテンパ又はＴテンパであり、かつ非鉄合金薄片は、
０．４重量％のケイ素と、０．２重量％未満の鉄と、０．３５～０．４０重量％の銅と、
０．９重量％のマンガンと、１重量％のマグネシウムとのすべてを有するアルミニウム合
金を除く。
【００１０】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、アルミニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金
、銅合金、ニッケル合金、亜鉛合金、及びスズ合金からなる群から選択される。一部の実
施形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８ｘｘｘシリ
ーズのアルミニウム合金からなる群から選択されるアルミニウム合金である。一部の実施
形態では、非鉄合金はマグネシウム合金である。
【００１１】
　一部の実施形態では、加熱時間は、０．５～２０秒である。一部の実施形態では、加熱
時間は、０．５～１５秒である。一部の実施形態では、非鉄合金はアルミニウム合金であ
り、かつ加熱温度は、３１６～５９３．２９℃（６００～１１００°Ｆ）である。一部の
実施形態では、非鉄合金はマグネシウム合金であり、かつ加熱温度は、２８８～４９９℃
（５５０～９３０°Ｆ）である。一部の実施形態では、テンパは、Ｔ４及びＴ４Ｘからな
る群から選択される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一部の実施形態の特徴を図示している。
【００１３】
【図２】本発明の一部の実施形態の特徴を図示している。
【００１４】
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【図３】本発明の一部の実施形態の特徴を図示している。
【００１５】
　本発明を、添付の図面を参照しながら更に説明するが、複数の図を通じて、類似した構
造物に対しては類似した符号が付される。図面の寸法や縦横比については、必ずしも実物
のとおりに描かれているわけではなく、むしろ一般に、本発明の原理を図示することに対
してより強調が加えられる。更に、特定の構成要素の詳細を示すため、一部の特徴が誇張
される場合もあり得る。
【００１６】
　図面は本明細書の一部を構成しており、本発明の例示的な実施形態を含み、かつ、本発
明のさまざまな目的及び特徴を図示している。更に、図面は必ずしも実寸とおりではなく
、特定の構成要素の詳細を示すため、一部の特徴が誇張される場合もあり得る。また、図
面に示されているいずれの測定値、仕様等は、例示的なものであるように意図されており
、発明を制限することを意図されてはいない。したがって、本明細書で開示されている具
体的な構造的及び機能的な詳細は、発明を制限するものとして解釈すべきではなく、当業
者に本発明をさまざまに採用するのを教示するための基礎をなすものとしてのみ理解すべ
きである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明を、添付の図面を参照しながら更に説明するが、複数の図を通じて、類似した構
造物に対しては類似した符号が付される。図面は必ずしも実寸とおりに描かれているわけ
ではなく、むしろ一般に、本発明の原理を図示することに対してより強調が加えられる。
更に、特定の構成要素の詳細を示すため、一部の特徴が誇張される場合もあり得る。
【００１８】
　図面は本明細書の一部を構成しており、本発明の例示的な実施形態を含み、かつ、本発
明のさまざまな目的及び特徴を図示している。更に、図面は必ずしも実寸とおりではなく
、特定の構成要素の詳細を示すため、一部の特徴が誇張される場合もあり得る。また、図
面に示されているいずれの測定値、仕様等は、例示的なものであるように意図されており
、発明を制限することを意図されてはいない。したがって、本明細書で開示されている具
体的な構造的及び機能的な詳細は、発明を制限するものとして解釈すべきではなく、当業
者に本発明をさまざまに採用するのを教示するための基礎をなすものとしてのみ理解すべ
きである。
【００１９】
　既に開示された利益及び改善点の中で、本発明の目的及び利点が、以下の説明を添付の
図面と共に見ることで明らかとなるであろう。本発明の詳細な実施形態を以下に開示する
が、開示される実施形態は、単に、さまざまな形態で実施し得る発明を、例示するための
ものにすぎないということを理解すべきである。また、本発明のさまざまな実施形態に関
連して示される実施例のそれぞれは、例示のためのものとして意図されており、発明を制
限するものを意図されてはいない。
【００２０】
　明細書及び請求項を通じて、以下の用語は、文脈からそうでないことが明らかでない限
り、本明細書において明確に関連付けられた意味を取るものとする。本明細書で用いられ
る場合、「１つの実施形態では」及び「一部の実施形態では」という成句は、同一の実施
形態（複数可）を意味する場合もあり得るが、必ずしもそうである必要はない。更に、本
明細書で用いられる場合、「別の１つの実施形態では」及び「別の一部の実施形態では」
という成句は、異なる実施形態を意味する場合もあり得るが、必ずしもそうである必要は
ない。かくして、以下に説明するように、本発明のさまざまな実施形態が、本発明の範囲
又は精神から離れることなく、容易に組み合わされ得る。
【００２１】
　また、本明細書において使用される場合、「又は／若しくは」という用語は、非排他的
な「又は／若しくは」演算子であり、文脈からそうでないことが明らかでない限り、「及
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び（並びに）／又は（若しくは）」という用語と等価である。「に基づく」という用語は
、排他的なものではなく、文脈からそうでないことが明らかでない限り、説明されていな
い別の追加的要因に基づくことも可能である。また、明細書を通して、「１つの（a/an）
」、及び「その（the）」は、複数の物を指す場合も含まれる。「～の中に（中の）（in
）」の意味には、「～の中に（中の）（in）」の意味に加えて「～の上に（上の）（on）
」の意味をも含む。
【００２２】
　本明細書において使用される場合、「焼きなます／焼きなまし（anneal）」という用語
は、金属の再結晶化を主として引き起こす、加熱プロセスを指す。一部の実施形態では、
「焼きなます／焼きなまし」には、更に、少なくとも部分的に、可溶性の成分の粒子サイ
ズ及び焼きなまし温度に基づく、可溶性成分の粒子の溶解を含み得る。いくつかの実施形
態では、アルミニウム合金を焼きなますのに用いられる温度は、約３１６～４８２℃（６
００～９００°Ｆ）の範囲である。いくつかの実施形態では、銅合金を焼きなますのに用
いられる温度は、約３７１～９２７℃（７００～１７００°Ｆ）の範囲である。いくつか
の実施形態では、マグネシウム合金を焼きなますのに用いられる温度は、約２８８～４５
４℃（５５０～８５０°Ｆ）の範囲である。いくつかの実施形態では、ニッケル合金を焼
きなますのに用いられる温度は、約７６０～１２１６℃（１４００～２２２０°Ｆ）の範
囲である。いくつかの実施形態では、チタン合金を焼きなますのに用いられる温度は、約
６４９～８９９℃（１２００～１６５０°Ｆ）の範囲である。いくつかの実施形態では、
他の非鉄合金を焼きなますのに用いられる温度は、上述の温度範囲のいずれかを含み得る
。
【００２３】
　また、本明細書において使用される場合、「固溶化熱処理」という用語は、合金元素の
第２相粒子を、固溶体の中に溶解させるように金属を高温に保持する冶金工程を指す。固
溶化熱処理に用いる温度は、一般的に、焼きなましに用いる温度よりも高温であり、アル
ミニウム合金の場合には、最高で約５９３℃（１１００°Ｆ）に至る範囲である。次に、
制御された析出（経年化）により、最終製品の強度を高める目的で、金属を焼き入れする
ことによって、この条件が維持される。いくつかの実施形態では、銅合金の固溶化熱処理
に用いられる温度は、７７４～９２７℃（１４２５～１７００°Ｆ）の範囲である。いく
つかの実施形態では、マグネシウム合金の固溶化熱処理に用いられる温度は、３９９～４
９９℃（７５０～９３０°Ｆ）の範囲である。いくつかの実施形態では、ニッケル合金の
固溶化熱処理に用いられる温度は、８２９～１２３８℃（１５２５～２２６０°Ｆ）の範
囲である。いくつかの実施形態では、チタン合金の固溶化熱処理に用いられる温度は、７
６０～１０１０℃（１４００～１８５０°Ｆ）の範囲である。いくつかの実施形態では、
その他の非鉄合金の固溶化熱処理に用いられる温度は上述の温度範囲のいずれかを含み得
る。
【００２４】
　本明細書において使用される場合、「供給原材料」という用語は、薄片形状の非鉄合金
を指す。本発明を実施する際に用いる供給原材料は、当業者には周知の任意の鋳造技術（
直接チル鋳造及び連続鋳造を含むが、それらに限られない）によって用意することが可能
である。一部の実施形態では、供給原材料は、溶製処理、ベルト鋳造装置、及び／又はロ
ール鋳造装置を用いて生成される。一部の実施形態では、供給原材料は、米国特許第５，
５１５，９０８号、同第６，６７２，３６８号、及び同第７，１２５，６１２号に記載の
方法を用いて生産される非鉄合金薄片であり、上記特許文献のそれぞれは、本発明の譲受
人に権利譲渡され、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【００２５】
　一部の実施形態では、供給原材料は加熱前に、任意選択的に以下のステップの１つ以上
にかけられてもよい：せん断加工、トリミング加工、焼き入れ加工、熱間及び／又は冷間
圧延、並びに／又はコイル状への巻き取り加工。一部の実施形態では、供給原材料は、所
定の規格になるまで熱間及び／又は冷間圧延された後、コイル状に巻き取られて供給原材
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料のコイルを形成する。
【００２６】
　本明細書において使用される場合、「薄片」は、任意の厚さを有し得るが、一般的には
シート物の規格（０．０２ｃｍ～０．６３２ｃｍ（０．００６インチ～０．２４９インチ
）又は薄板規格（０．６３５ｃｍ～１．０２ｃｍ（０．２５０インチ～０．４００インチ
）であり、すなわち、０．０２ｃｍ～１．０２ｃｍ（０．００６インチ～０．４００イン
チ）の厚さを有するものである。１つの実施形態では、薄片は、少なくとも０．１０ｃｍ
（０．０４０インチ）の厚さを有する。１つの実施形態では、薄片は、０．８１２ｃｍ（
０．３２０インチ）以下の厚さを有する。例えば、製缶／包装用途に用いる場合のような
１つの実施形態では、薄片は、０．０１８～０．０４６ｃｍ（０．００７０～０．０１８
インチ）の厚さを有する。一部の実施形態では、薄片は、０．２～０．６４ｃｍ（０．０
６～０．２５インチ）の範囲の厚さを有する。一部の実施形態では、薄片は、０．２～０
．３６ｃｍ（０．０８～０．１４インチ）の範囲の厚さを有する。一部の実施形態では、
薄片は、０．２～０．５１ｃｍ（０．０８～０．２０インチ）の範囲の厚さを有する。一
部の実施形態では、薄片は、０．３～０．６４ｃｍ（０．１～０．２５インチ）の範囲の
厚さを有する。
【００２７】
　一部の実施形態では、非鉄合金薄片は、所望のこれ以降の処理と、薄片の最終的な使用
目的に応じて、最大で約２２９ｃｍ（９０インチ）の幅を有する。一部の実施形態では、
非鉄合金薄片は、所望のこれ以降の処理と、薄片の最終的な使用目的に応じて、最大で約
２０３ｃｍ（８０インチ）の幅を有する。一部の実施形態では、非鉄合金薄片は、所望の
これ以降の処理と、薄片の最終的な使用目的に応じて、最大で約１７８ｃｍ（７０インチ
）の幅を有する。一部の実施形態では、非鉄合金薄片は、所望のこれ以降の処理と、薄片
の最終的な使用目的に応じて、最大で約１５２ｃｍ（６０インチ）の幅を有する。一部の
実施形態では、非鉄合金薄片は、所望のこれ以降の処理と、薄片の最終的な使用目的に応
じて、最大で約１２７ｃｍ（５０インチ）の幅を有する。
【００２８】
　本明細書において使用される場合、「固相線」温度という用語は、その温度よりも低い
温度では、非鉄合金が完全に固体であるような温度を意味する。
【００２９】
　本明細書において使用される場合、「非均衡融解」温度という用語は、ある非鉄金属が
、固相線温度よりも低い温度で、融解する温度を意味する。
【００３０】
　本明細書において使用される場合、「再結晶温度」という用語は、冷間加工された、歪
みのある結晶粒組織が、新たな、歪みのない結晶粒組織によって置き換えられる、最も低
い温度を意味する。
【００３１】
　本明細書において使用される場合、「温度」という用語は、平均温度、最高温度、又は
最低温度を意味し得る。
【００３２】
　本明細書において使用される場合、「アルミニウム合金は、１ｘｘｘ、２ｘｘｘ、３ｘ
ｘｘ、４ｘｘｘ、５ｘｘｘ、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８ｘｘｘシリーズのアルミニウム
合金からなる群から選択される」等の成句は、アルミニウム工業会に登録されているか又
は同種のものであるが未登録の、１ｘｘｘ、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、４ｘｘｘ、５ｘｘｘ、
６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択され
るアルミニウム合金を意味するが、０．４重量％のケイ素、０．２重量％未満の鉄、０．
３５～０．４０重量％の銅、０．９重量％のマンガン、及び１重量％のマグネシウムのす
べてを有するアルミニウム合金を除く。
【００３３】
　本明細書において使用される場合、「加熱時間」とは、合金の加熱を開始した時点と、
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合金の冷却を開始した時間との間に経過した時間を意味する。
【００３４】
　本明細書において使用される場合、「非鉄合金」とは、例えばアルミニウム、マグネシ
ウム、チタン、銅、ニッケル、亜鉛、又はスズのような元素の合金を意味する。
【００３５】
　一部の実施形態では、本発明は、ライン外での工程での非鉄合金薄片の製造方法に関す
る。一部の実施形態では、本発明は、ライン外での工程で、鋳造薄片を加熱する方法に関
する。一部の実施形態では、その方法は、再結晶温度より高く、固相線温度又は非均衡融
解温度より低い温度に加熱することにより、所望の特性を有する、Ｔ（熱処理された）又
はＯ（焼きなまされた）テンパの非鉄合金薄片を製造するために用いられる。
【００３６】
　一部の実施形態では、本発明は、例えば自動車、製缶、食品の包装、飲料の容器、及び
航空宇宙産業用途のような、商業的用途に用いられる非鉄合金薄片を製造する方法に関す
る。
【００３７】
　一部の実施形態では、本発明は、供給原材料として非鉄合金薄片のコイルを用意するこ
とと、供給原材料のコイルを伸ばすことと、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線
温度よりも１２℃（１０°Ｆ）低い温度との間の温度まで供給原材料を加熱することと、
供給原材料を焼き入れして、あるテンパを有する熱処理された製品を形成することとを含
む、ライン外での工程で非鉄合金薄片を製造する方法である。一部の実施形態では、第１
のテンパは、Ｏテンパ、Ｔテンパ、又はＷテンパである。一部の実施形態では、焼き入れ
は、液体スプレー、ガス、ガス及びその後に液体、並びに／又は、液体及びその後にガス
を用いて実行される。
【００３８】
　一部の実施形態では、供給原材料はコイル状に巻き取られて、第１のコイルを形成する
。一部の実施形態では、方法は、第１のコイルを伸ばすことを更に含む。一部の実施形態
では、方法は、アルミニウム合金薄片を再び巻いて、第２のコイルを形成することを更に
含む。
【００３９】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、アルミニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金
、銅合金、ニッケル合金、亜鉛合金、及びスズ合金からなる群から選択される。
【００４０】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８
ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択されるアルミニウム合金である。
【００４１】
　一部の実施形態では、非鉄合金はマグネシウム合金である。一部の実施形態では、非鉄
合金は、チタン合金である。一部の実施形態では、非鉄合金は、銅合金である。一部の実
施形態では、非鉄合金は、ニッケル合金である。一部の実施形態では、非鉄合金は、亜鉛
合金である。一部の実施形態では、非鉄合金は、スズ合金である。
【００４２】
　一部の実施形態では、非鉄合金薄片は、
　０．４重量％のケイ素と、
　０．２重量％未満の鉄と、
　０．３５～０．４０重量％の銅と、
　０．９重量％のマンガンと、
　１重量％のマグネシウムとのすべてを有するアルミニウム合金を除く。
【００４３】
　一部の実施形態では、加熱は、任意の熱処理方式（赤外線、放射管、ガスだき炉、直接
抵抗、及び／又は誘導加熱処理を含むが、それらに限られない）を用いて実行される。一
部の実施形態では、熱処理は、誘導加熱である。一部の実施形態では、誘導加熱は、横断
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方向フラックス誘導加熱（「ＴＦＩＨ」）用に構成されている加熱器を用いて実行される
。
【００４４】
　一部の実施形態では、供給原材料は、微細な構成要素による均一な微細構造を有する。
一部の実施形態では、供給原材料は、米国特許第５，５１５，９０８号、同第６，６７２
，３６８号、及び同第７，１２５，６１２号に記載のストリップ連続鋳造法によって、微
細な構成要素による均一な微細構造を実現し、上記特許文献のそれぞれは、本発明の譲受
人に権利譲渡され、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。一部の実施形態では
、連続鋳造法における固化時間は短くてもよい（１００ミリ秒未満）ため、供給原材料中
の金属間化合物が、溶解に高温及び長い保持時間を要するサイズにまで成長する時間がな
い。一部の実施形態では、供給原材料中のＭｇ２Ｓｉ可溶相の粒子は、一般にそのサイズ
が１ミクロン未満であり、その平均粒径は、約０．３ミクロンである。複数の実施形態で
は、供給原材料中の可溶性粒子が小さいことは、素早く溶解するのに適している。一部の
実施形態では、供給原材料中に溶質が高い割合で含まれている傾向があり、そのためそれ
以上の固溶化を必要としない。
【００４５】
　一部の実施形態では、金属間化合物の粒子が小さく、溶解状態のアルミニウム合金薄片
中に溶質が高い割合で存在することによって、合金及び／又は時効合金の固溶化熱処理の
ための加熱を、より低い温度で容易に用いることが可能となる。一部の実施形態では、金
属間化合物の粒子が小さく、溶解状態のアルミニウム合金薄片中に溶質が高い割合で存在
することによって、合金及び／又は時効合金の固溶化熱処理のための誘導加熱を、より低
い温度で容易に用いることが可能となる。一部の実施形態では、従来の鋳塊素材の場合よ
りもより低い温度で固溶化熱処理可能であり、かつそれにより局所的な薄片の溶融を起こ
さない固溶化を提供する微細な構成要素による均一な微細構造が、上のような処理工程を
可能とする。一部の実施形態では、供給原材料は、熱処理に必要な温度が低いため、より
高速で処理され得る。一部の実施形態では、Ｍｇ２Ｓｉ粒子が、融解開始前の温度範囲を
経過する間に、その粒子が成長するのを制限するのに十分な程度に加熱が行われる。一部
の実施形態では、Ｍｇ２Ｓｉ粒子が、融解開始前の温度範囲、非制限的な例としては、４
２７℃（８００°Ｆ）より高い温度を経過する間に、その粒子が成長するのを制限するの
に十分な程度に加熱が行われる。一部の実施形態では、加熱された薄片は焼き入れされて
、溶質を溶解状態のもの中に保持させる。
【００４６】
　一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度に等しい温度にまで加熱さ
れる。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線
温度又は非均衡融解温度よりも２９℃（８５°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱され
る。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温
度又は非均衡融解温度よりも２７℃（８０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも２１℃（７０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。
一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又
は非均衡融解温度よりも１６℃（６０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一
部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は
非均衡融解温度よりも１０℃（５０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部
の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非
均衡融解温度よりも４℃（４０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実
施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡
融解温度よりも－１℃（３０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施
形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融
解温度よりも－７℃（２０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形
態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解
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温度よりも－１２℃（１０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形
態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解
温度よりも－１５℃（５°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形態
では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温
度との間の温度にまで加熱される。
【００４７】
　一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも３８℃（１００°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも４３℃（１１０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも４９℃（１２０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも５４℃（１３０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも６０℃（１４０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも７１℃（１６０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも８２℃（１８０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも９３℃（２００°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される
。
【００４８】
　一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも－１～９３℃（３０～２００°Ｆ）低い温度との間の温度にま
で加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金
の固相線温度又は非均衡融解温度よりも１０～９３℃（５０～２００°Ｆ）低い温度との
間の温度にまで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度
と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温度よりも２１～９３℃（７０～２００°Ｆ）
低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金
の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温度よりも３８～９３℃（１００
～２００°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形態では、供給原材
料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温度よりも５４～
９３℃（１３０～２００°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形態
では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温
度よりも７７～９３℃（１７０～２００°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。
【００４９】
　一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度
又は非均衡融解温度よりも４～９３℃（４０～２００°Ｆ）低い温度との間の温度にまで
加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の
固相線温度又は非均衡融解温度よりも４～８２℃（４０～１８０°Ｆ）低い温度との間の
温度にまで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、
非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温度よりも４～７１℃（４０～１６０°Ｆ）低い温
度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄合金の再結
晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温度よりも４～６０℃（４０～１４０°
Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、非鉄
合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温度よりも４～４９℃（４０
～１２０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形態では、供給原材
料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温度よりも４～３
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８℃（４０～１００°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。一部の実施形態では
、供給原材料は、非鉄合金の再結晶温度と、非鉄合金の固相線温度又は非均衡融解温度よ
りも４～２７℃（４０～８０°Ｆ）低い温度との間の温度にまで加熱される。
【００５０】
　一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶温度よりも－１７℃（１°Ｆ）高い温度ま
で加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶温度よりも－１２℃（１０°
Ｆ）高い温度まで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶温度よりも－
７℃（２０°Ｆ）高い温度まで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶
温度よりも－１℃（３０°Ｆ）高い温度まで加熱される。一部の実施形態では、供給原材
料は、再結晶温度よりも１０℃（５０°Ｆ）高い温度まで加熱される。一部の実施形態で
は、供給原材料は、再結晶温度よりも２４℃（７５°Ｆ）高い温度まで加熱される。一部
の実施形態では、供給原材料は、再結晶温度よりも３８℃（１００°Ｆ）高い温度まで加
熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶温度よりも５２℃（１２５°Ｆ）
高い温度まで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶温度よりも６６℃
（１５０°Ｆ）高い温度まで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶温
度よりも９３℃（２００°Ｆ）高い温度まで加熱される。一部の実施形態では、供給原材
料は、再結晶温度よりも１２１℃（２５０°Ｆ）高い温度まで加熱される。一部の実施形
態では、供給原材料は、再結晶温度よりも１４９℃（３００°Ｆ）高い温度まで加熱され
る。一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶温度よりも１７７℃（３５０°Ｆ）高い
温度まで加熱される。一部の実施形態では、供給原材料は、再結晶温度よりも２０４℃（
４００°Ｆ）高い温度まで加熱される。
【００５１】
　一部の実施形態では、供給原材料は、３１６～５９３℃（６００～１１００°Ｆ）の間
の温度に加熱されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３１
６～５６６℃（６００～１０５０°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、３１６～５３８℃（６００～１０００°Ｆ）の間
の温度に加熱されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３１
６～５１０℃（６００～９５０°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である。
一部の実施形態では、供給原材料は、３１６～４８２℃（６００～９００°Ｆ）の間の温
度に加熱されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３１６～
４５４℃（６００～８５０°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である。一部
の実施形態では、供給原材料は、３１６～４２７℃（６００～８００°Ｆ）の間の温度に
加熱されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３１６～３９
９℃（６００～７５０°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である。一部の実
施形態では、供給原材料は、３１６～３７１℃（６００～７００°Ｆ）の間の温度に加熱
されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３１６～３４３℃
（６００～６５０°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である。
【００５２】
　一部の実施形態では、供給原材料は、３４３～５９３℃（６５０～１１００°Ｆ）の間
の温度に加熱されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３７
１～５９３℃（７００～１１００°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、３９９～５９３℃（７５０～１１００°Ｆ）の間
の温度に加熱されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、４２
７～５９３℃（８００～１１００°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、４５４～５９３℃（８５０～１１００°Ｆ）の間
の温度に加熱されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、４８
２～５９３℃（９００～１１００°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、５１０～５９３℃（９５０～１１００°Ｆ）の間
の温度に加熱されるアルミニウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、５３
８～５９３℃（１０００～１１００°Ｆ）の間の温度に加熱されるアルミニウム合金であ
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る。一部の実施形態では、供給原材料は、５６６～５９３℃（１０５０～１１００°Ｆ）
の間の温度に加熱されるアルミニウム合金である。
【００５３】
　一部の実施形態では、供給原材料は、３７１～９２７℃（７００～１７００°Ｆ）の間
の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３７１～８９９
℃（７００～１６５０°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では
、供給原材料は、３７１～８７１℃（７００～１６００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅
合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３７１～８１６℃（７００～１５００
°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３７
１～７６０℃（７００～１４００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実
施形態では、供給原材料は、３７１～７０４℃（７００～１３００°Ｆ）の間の温度に加
熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３７１～６４９℃（７００
～１２００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材
料は、３７１～５９３℃（７００～１１００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、３７１～５３８℃（７００～１０００°Ｆ）の間
の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３７１～４８２
℃（７００～９００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、
供給原材料は、３７１～４２７℃（７００～８００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金
である。
【００５４】
　一部の実施形態では、供給原材料は、３４３～９２７℃（６５０～１７００°Ｆ）の間
の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３７１～９２７
℃（７００～１７００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では
、供給原材料は、４２７～９２７℃（８００～１７００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅
合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、５９３～９２７℃（９００～１７００
°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、５３
８～９２７℃（１０００～１７００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の
実施形態では、供給原材料は、５９３～９２７℃（１１００～１７００°Ｆ）の間の温度
に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、６４９～９２７℃（１
２００～１７００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供
給原材料は、７０４～９２７℃（１３００～１７００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合
金である。一部の実施形態では、供給原材料は、７６０～９２７℃（１４００～１７００
°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、８１
６～９２７℃（１５００～１７００°Ｆ）の間の温度に加熱される銅合金である。一部の
実施形態では、供給原材料は、８７１～９２７℃（１６００～１７００°Ｆ）の間の温度
に加熱される銅合金である。
【００５５】
　一部の実施形態では、供給原材料は、２８８～４９９℃（５５０～９３０°Ｆ）の間の
温度に加熱されるマグネシウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、２８８
～４８２℃（５５０～９００°Ｆ）の間の温度に加熱されるマグネシウム合金である。一
部の実施形態では、供給原材料は、２８８～４５４℃（５５０～８５０°Ｆ）の間の温度
に加熱されるマグネシウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、２８８～４
２７℃（５５０～８００°Ｆ）の間の温度に加熱されるマグネシウム合金である。一部の
実施形態では、供給原材料は、２８８～３９９℃（５５０～７５０°Ｆ）の間の温度に加
熱されるマグネシウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、２８８～３７１
℃（５５０～７００°Ｆ）の間の温度に加熱されるマグネシウム合金である。一部の実施
形態では、供給原材料は、２８８～３４３℃（５５０～６５０°Ｆ）の間の温度に加熱さ
れるマグネシウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、２８８～３１６℃（
５５０～６００°Ｆ）の間の温度に加熱されるマグネシウム合金である。
【００５６】
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　一部の実施形態では、供給原材料は、３１６～４９９℃（６００～９３０°Ｆ）の間の
温度に加熱されるマグネシウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３４３
～４９９℃（６５０～９３０°Ｆ）の間の温度に加熱されるマグネシウム合金である。一
部の実施形態では、供給原材料は、３７１～４９９℃（７００～９３０°Ｆ）の間の温度
に加熱されるマグネシウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、３９９～４
９９℃（７５０～９３０°Ｆ）の間の温度に加熱されるマグネシウム合金である。一部の
実施形態では、供給原材料は、４２７～４９９℃（８００～９３０°Ｆ）の間の温度に加
熱されるマグネシウム合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、４５４～４９９
℃（８５０～９３０°Ｆ）の間の温度に加熱されるマグネシウム合金である。一部の実施
形態では、供給原材料は、４８２～４９９℃（９００～９３０°Ｆ）の間の温度に加熱さ
れるマグネシウム合金である。
【００５７】
　一部の実施形態では、供給原材料は、７６０～１２３８℃（１４００～２２６０°Ｆ）
の間の温度に加熱されるニッケル合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、７６
０～１２０４℃（１４００～２２００°Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、７６０～１１４９℃（１４００～２１００°Ｆ）
の間の温度に加熱されるニッケル合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、７６
０～１０９３℃（１４００～２０００°Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、７６０～１０３８℃（１４００～１９００°Ｆ）
の間の温度に加熱されるニッケル合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、７６
０～９８２℃（１４００～１８００°Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金である。
一部の実施形態では、供給原材料は、７６０～９２７℃（１４００～１７００°Ｆ）の間
の温度に加熱されるニッケル合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、７６０～
８７１℃（１４００～１６００°Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金である。一部
の実施形態では、供給原材料は、７６０～８１６℃（１４００～１５００°Ｆ）の間の温
度に加熱されるニッケル合金である。
【００５８】
　一部の実施形態では、供給原材料は、７８８～１２３８℃（１４５０～２２６０°Ｆ）
の間の温度に加熱されるニッケル合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、８１
６～１２３８℃（１５００～２２６０°Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、８７１～１２３８℃（１６００～２２６０°Ｆ）
の間の温度に加熱されるニッケル合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、９２
７～１２３８℃（１７００～２２６０°Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金である
。一部の実施形態では、供給原材料は、９８２～１２３８℃（１８００～２２６０°Ｆ）
の間の温度に加熱されるニッケル合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、１０
３８～１２３８℃（１９００～２２６０°Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金であ
る。一部の実施形態では、供給原材料は、１０９３～１２３８℃（２０００～２２６０°
Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、
１１４９～１２３８℃（２１００～２２６０°Ｆ）の間の温度に加熱されるニッケル合金
である。
【００５９】
　一部の実施形態では、供給原材料は、６４９～１０１０℃（１２００～１８５０°Ｆ）
の間の温度に加熱されるチタン合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、６４９
～９８２℃（１２００～１８００°Ｆ）の間の温度に加熱されるチタン合金である。一部
の実施形態では、供給原材料は、６４９～９２７℃（１２００～１７００°Ｆ）の間の温
度に加熱されるチタン合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、６４９～８７１
℃（１２００～１６００°Ｆ）の間の温度に加熱されるチタン合金である。一部の実施形
態では、供給原材料は、６４９～８１６℃（１２００～１５００°Ｆ）の間の温度に加熱
されるチタン合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、６４９～７６０℃（１２
００～１４００°Ｆ）の間の温度に加熱されるチタン合金である。一部の実施形態では、
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供給原材料は、６４９～７０４℃（１２００～１３００°Ｆ）の間の温度に加熱されるチ
タン合金である。
【００６０】
　一部の実施形態では、供給原材料は、６７７～９８２℃（１２５０～１８００°Ｆ）の
間の温度に加熱されるチタン合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、７０４～
９８２℃（３００～１８００°Ｆ）の間の温度に加熱されるチタン合金である。一部の実
施形態では、供給原材料は、７６０～９８２℃（１４００～１８００°Ｆ）の間の温度に
加熱されるチタン合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、８１６～９８２℃（
１５００～１８００°Ｆ）の間の温度に加熱されるチタン合金である。一部の実施形態で
は、供給原材料は、８７１～９８２℃（１６００～１８００°Ｆ）の間の温度に加熱され
るチタン合金である。一部の実施形態では、供給原材料は、９２７～９８２℃（１７００
～１８００°Ｆ）の間の温度に加熱されるチタン合金である。
【００６１】
　一部の実施形態では、加熱された薄片は、Ｔ、Ｏ、又はＷのテンパを有する。一部の実
施形態では、加熱された薄片は、Ｔ４又はＴ４Ｘのテンパを有する。一部の実施形態では
、加熱された薄片は、室温でＴ４又はＴ４Ｘのテンパに到達するのが可能となっている。
【００６２】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、１ｘｘｘ、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、４ｘｘｘ、５ｘｘ
ｘ、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択
される。一部の実施形態では、非鉄合金は、１ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である
。一部の実施形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部
の実施形態では、非鉄合金は、３ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施
形態では、非鉄合金は、４ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施形態で
は、非鉄合金は、５ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施形態では、非
鉄合金は、６ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施形態では、非鉄合金
は、７ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施形態では、非鉄合金は、８
ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。
【００６３】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、１ｘｘｘ、３ｘｘｘ、及び５ｘｘｘシリーズのアル
ミニウム合金からなる群から選択される熱処理不可能な合金から選択される。一部の実施
形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘ、６ｘｘｘ、及び７ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金
からなる群から選択される熱処理可能な合金から選択される。一部の実施形態では、非鉄
合金は、４ｘｘｘ及び８ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択される。
一部の実施形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、５ｘｘｘ、６ｘｘｘ、及び７ｘ
ｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択されるアルミニウム合金である。
【００６４】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、１ｘｘｘ、２ｘｘｘ、及び３ｘｘｘシリーズのアル
ミニウム合金からなる群から選択される。一部の実施形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘ、
３ｘｘｘ、及び４ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択される。一部の
実施形態では、非鉄合金は、３ｘｘｘ、４ｘｘｘ、及び５ｘｘｘシリーズのアルミニウム
合金からなる群から選択される。一部の実施形態では、非鉄合金は、４ｘｘｘ、５ｘｘｘ
、及び６ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択される。一部の実施形態
では、非鉄合金は、５ｘｘｘ、６ｘｘｘ、及び７ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金から
なる群から選択される。一部の実施形態では、非鉄合金は、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８
ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択される。
【００６５】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ２ｘ２４（ＡＡ２０２４、ＡＡ２０２６、ＡＡ
２５２４）、ＡＡ２０１４、ＡＡ２０２９、ＡＡ２０５５、ＡＡ２０６０、ＡＡ２０７０
、及びＡＡ２ｘ９９（ＡＡ２０９９、ＡＡ２１９９）からなる群から選択される２ｘｘｘ
シリーズのアルミニウム合金である。
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【００６６】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ３００４、ＡＡ３１０４、ＡＡ３２０４、ＡＡ
３３０４、ＡＡ３００５、及びＡＡ３１０５からなる群から選択される３ｘｘｘシリーズ
のアルミニウム合金である。
【００６７】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ５１８２、ＡＡ５７５４、及びＡＡ５０４２か
らなる群から選択される５ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。
【００６８】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ６０２２、ＡＡ６１１１、ＡＡ６０６１、ＡＡ
６０１３、ＡＡ６０６３、及びＡＡ６０５５からなる群から選択される６ｘｘｘシリーズ
のアルミニウム合金である。
【００６９】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ７ｘ７５（ＡＡ７０７５、ＡＡ７１７５、ＡＡ
７４７５）、ＡＡ７０１０、ＡＡ７０５０、ＡＡ７１５０、ＡＡ７０５５、ＡＡ７２５５
、ＡＡ７０６５、及びＡＡ７０８５からなる群から選択される７ｘｘｘシリーズのアルミ
ニウム合金である。
【００７０】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、０．４重量％のケイ素と、０．２重量％未満の鉄と
、０．３５～０．４０重量％の銅と、０．９重量％のマンガンと、１重量％のマグネシウ
ムとのすべてを有するアルミニウム合金を除く。
【００７１】
　一部の実施形態では、方法は、供給原材料を、第１の時間Ｔ１にわたって、第１の温度
まで加熱して、第１のテンパを有する製品を実現することを含む。一部の実施形態では、
供給原材料は、アルミニウム合金であり、かつ第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６０
０°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部
の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範
囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温
度は、３１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、
０．５～４５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～５９３℃
（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３５秒の範囲であ
る。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１１００°
Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３０秒の範囲である。一部の実施形態では、
第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、
Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～
５９３℃（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２５秒の
範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１
１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。一部の実施形
態では、第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり
、かつ、Ｔ１は、０．５～１５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３
１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～
１０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６００
°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５秒の範囲である。一部の
実施形態では、第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲
であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は
、３１６℃～５９３℃（６００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．
５～２秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～５９３℃（６０
０°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１秒の範囲である。
【００７２】
　一部の実施形態では、供給原材料は、アルミニウム合金であり、かつ第１の温度は、３
４３℃～５９３℃（６５０°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５
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５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～５９３℃（７００°
Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実
施形態では、第１の温度は、３９９℃～５９３℃（７５０°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲で
あり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、
４２７℃～５９３℃（８００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～
５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、４５４℃～５９３℃（８５０
°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の
実施形態では、第１の温度は、３１６℃～４８２℃（６００°Ｆ～９００°Ｆ）の範囲で
あり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、
５１０℃～５９３℃（９５０°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～
５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、５３８℃～５９３℃（１００
０°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部
の実施形態では、第１の温度は、５６６℃～５９３℃（１０５０°Ｆ～１１００°Ｆ）の
範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。
【００７３】
　一部の実施形態では、供給原材料は、アルミニウム合金であり、かつ第１の温度は、３
１６℃～５６６℃（６００°Ｆ～１０５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５
５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～５３８℃（６００°
Ｆ～１０００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実
施形態では、第１の温度は、３１６℃～５１０℃（６００°Ｆ～９５０°Ｆ）の範囲であ
り、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３
１６℃～４８２℃（６００°Ｆ～９００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～４５４℃（６００°Ｆ
～８５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形
態では、第１の温度は、３１６℃～４２７℃（６００°Ｆ～８００°Ｆ）の範囲であり、
かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６
℃～３９９℃（６００°Ｆ～７５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の
範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３１６℃～３７１℃（６００°Ｆ～７
００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態で
は、第１の温度は、３１６℃～３４３℃（６００°Ｆ～６５０°Ｆ）の範囲であり、かつ
Ｔ１は、０．５～５５秒の範囲である。
【００７４】
　一部の実施形態では、供給原材料は、銅合金であり、かつ第１の温度は、３７１℃～９
２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲
である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７０
０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５０秒の範囲である。一部の実施形態で
は、第１の温度は、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、か
つ、Ｔ１は、０．５～４５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１
℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ
～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３０秒の範囲である。一部の実
施形態では、第１の温度は、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲で
あり、かつ、Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は
、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．
５～２５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～９２７℃（７
００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。
一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）
の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１
の温度は、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１
は、０．５～１０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～９２
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７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５秒の範囲で
ある。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７００
°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３秒の範囲である。一部の実施形態では、
第１の温度は、３７１℃～９２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ、
Ｔ１は、０．５～２秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～９
２７℃（７００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１秒の範囲
である。
【００７５】
　一部の実施形態では、供給原材料は、銅合金であり、かつ第１の温度は、３９９℃～９
２７℃（７５０°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲
である。一部の実施形態では、第１の温度は、４２６℃～９２７℃（８００°Ｆ～１７０
０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では
、第１の温度は、４５４℃～９２７℃（８５０°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつ
Ｔ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、４８２℃～
９２７℃（９００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範
囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、５１０℃～９２７℃（９５０°Ｆ～１７
００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態で
は、第１の温度は、５３８℃～９２７℃（１０００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、
かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、５９３
℃～９２７℃（１１００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～９２７℃（１２００°
Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実
施形態では、第１の温度は、７０４℃～９２７℃（１３００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲
であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は
、７６０℃～９２７℃（１４００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．
５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、８１６℃～９２７℃（１
５００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。
一部の実施形態では、第１の温度は、８７１℃～９２７℃（１６００°Ｆ～１７００°Ｆ
）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１
の温度は、４８２℃～８１６℃（９００°Ｆ～１５００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は
、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、５３８℃～７０４
℃（１０００°Ｆ～１３００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲で
ある。一部の実施形態では、第１の温度は、４８２℃～６４９℃（９００°Ｆ～１２００
°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。
【００７６】
　一部の実施形態では、供給原材料は、銅合金であり、かつ第１の温度は、３７１℃～８
７１℃（７００°Ｆ～１６００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲
である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～８１６℃（７００°Ｆ～１５０
０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では
、第１の温度は、３７１℃～７６０℃（７００°Ｆ～１４００°Ｆ）の範囲であり、かつ
Ｔ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～
７０４℃（７００°Ｆ～１３００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範
囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～６４９℃（７００°Ｆ～１２
００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態で
は、第１の温度は、３７１℃～５９３℃（７００°Ｆ～１１００°Ｆ）の範囲であり、か
つＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃
～５３８℃（７００°Ｆ～１０００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の
範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３７１℃～４８２℃（７００°Ｆ～９
００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。
【００７７】
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　一部の実施形態では、供給原材料は、マグネシウム合金であり、かつ第１の温度は、２
８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ
～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５０秒の範囲である。一部の実施
形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり
、かつ、Ｔ１は、０．５～４５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２
８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３
５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５０°
Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３０秒の範囲である。一部の実
施形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であ
り、かつ、Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、
２８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～
２５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５０
°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。一部の
実施形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲で
あり、かつ、Ｔ１は、０．５～１５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は
、２８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５
～１０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５
０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５秒の範囲である。一部の
実施形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲で
あり、かつ、Ｔ１は、０．５～３秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、
２８７℃～４９９℃（５５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～
２秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８７℃～４９９℃（５５０°
Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１秒の範囲である。
【００７８】
　一部の実施形態では、供給原材料は、マグネシウム合金であり、かつ第１の温度は、３
１６℃～４９９℃（６００°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３４３℃～４９９℃（６５０°Ｆ
～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形
態では、第１の温度は、３７１℃～４９９℃（７００°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、
かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、３９９
℃～４９９℃（７５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の
範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、４２７℃～４９９℃（８００°Ｆ～９
３０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態で
は、第１の温度は、４５４℃～４９９℃（８５０°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつ
Ｔ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、４８２℃～
４９９℃（９００°Ｆ～９３０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲
である。
【００７９】
　一部の実施形態では、供給原材料は、マグネシウム合金であり、かつ第１の温度は、２
８８℃～４８２℃（５５０°Ｆ～９００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８８℃～４５４℃（５５０°Ｆ
～８５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形
態では、第１の温度は、２８８℃～４２７℃（５５０°Ｆ～８００°Ｆ）の範囲であり、
かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８８
℃～３９９℃（５５０°Ｆ～７５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の
範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８８℃～３７１℃（５５０°Ｆ～７
００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態で
は、第１の温度は、２８８℃～３４３℃（５５０°Ｆ～６５０°Ｆ）の範囲であり、かつ
Ｔ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２８８℃～
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３１６℃（５５０°Ｆ～６００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲
である。一部の実施形態では、第１の温度は、３４３℃～４８２℃（６５０°Ｆ～９００
°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、
第１の温度は、３７１℃～４２７℃（７００°Ｆ～８００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１
は、０．５～５５秒の範囲である。
【００８０】
　一部の実施形態では、供給原材料は、ニッケル合金であり、かつ第１の温度は、１２１
６℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～
５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４
００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５０秒の範囲である。
一部の実施形態では、第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°
Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～４５秒の範囲である。一部の実施形態では、
第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、か
つ、Ｔ１は、０．５～３５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２１６
℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～
３０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４
００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。
一部の実施形態では、第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°
Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２５秒の範囲である。一部の実施形態では、
第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、か
つ、Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２１６
℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～
１５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４
００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１０秒の範囲である。
一部の実施形態では、第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°
Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５秒の範囲である。一部の実施形態では、第
１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつ
、Ｔ１は、０．５～３秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２１６℃～
１２３８℃（１４００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２秒
の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、２１６℃～１２３８℃（１４００°
Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１秒の範囲である。
【００８１】
　一部の実施形態では、供給原材料は、ニッケル合金であり、かつ第１の温度は、８１６
℃～１２３８℃（１５００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５
５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、８７１℃～１２３８℃（１６０
０°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部
の実施形態では、第１の温度は、９２７℃～１２３８℃（１７００°Ｆ～２２６０°Ｆ）
の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の
温度は、９８２℃～１２３８℃（１８００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１
は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、１０３７℃～１
２３８℃（１９００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の
範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、１０９３℃～１２３８℃（２０００°
Ｆ～２２６０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実
施形態では、第１の温度は、１１４９℃～１２３８℃（２１００°Ｆ～２２６０°Ｆ）の
範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。
【００８２】
　一部の実施形態では、供給原材料は、ニッケル合金であり、かつ第１の温度は、７６０
℃～１１４９℃（１４００°Ｆ～２１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５
５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、７６０℃～１０９３℃（１４０
０°Ｆ～２０００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部
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の実施形態では、第１の温度は、７６０℃～１０３７℃（１４００°Ｆ～１９００°Ｆ）
の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の
温度は、７６０℃～９８２℃（１４００°Ｆ～１８００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は
、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、７６０℃～９２７
℃（１４００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲で
ある。一部の実施形態では、第１の温度は、７６０℃～８７１℃（１４００°Ｆ～１６０
０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では
、第１の温度は、７６０℃～８１６℃（１４００°Ｆ～１５００°Ｆ）の範囲であり、か
つＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、８１６℃
～１１４９℃（１５００°Ｆ～２１００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、８７１℃～１０９３℃（１６００
°Ｆ～２０００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の
実施形態では、第１の温度は、９２７℃～１０３８℃（１７００°Ｆ～１９００°Ｆ）の
範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。
【００８３】
　一部の実施形態では、供給原材料は、チタン合金であり、かつ第１の温度は、６４９℃
～１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００
°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５０秒の範囲である。一部
の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）
の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～４５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１
の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、
Ｔ１は、０．５～３５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～
１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～３０
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００
°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。一部
の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）
の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１
の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、
Ｔ１は、０．５～２０秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～
１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００
°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１０秒の範囲である。一部
の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）
の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の
温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ
１は、０．５～３秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～１０
１０℃（１２００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～２秒の範
囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～１０１０℃（１２００°Ｆ～
１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつ、Ｔ１は、０．５～１秒の範囲である。
【００８４】
　一部の実施形態では、供給原材料は、チタン合金であり、かつ第１の温度は、７０４℃
～１０１０℃（１３００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５
秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、７６０℃～１０１０℃（１４００
°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の
実施形態では、第１の温度は、８１６℃～１０１０℃（１５００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の
範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温
度は、８７１℃～１０１０℃（１６００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は
、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、９２６℃～１０１
０℃（１７００°Ｆ～１８５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲
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である。一部の実施形態では、第１の温度は、９８２℃～１０１０℃（１８００°Ｆ～１
８５０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。
【００８５】
　一部の実施形態では、供給原材料は、チタン合金であり、かつ第１の温度は、６４９℃
～９８２℃（１２００°Ｆ～１８００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒
の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～９２７℃（１２００°Ｆ
～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施
形態では、第１の温度は、６４９℃～８７１℃（１２００°Ｆ～１６００°Ｆ）の範囲で
あり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、
６４９℃～８１６℃（１２００°Ｆ～１５００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５
～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～７６０℃（１２
００°Ｆ～１４００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一
部の実施形態では、第１の温度は、６４９℃～７０４℃（１２００°Ｆ～１３００°Ｆ）
の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の
温度は、７０４℃～９８２℃（１３００°Ｆ～１８００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は
、０．５～５５秒の範囲である。一部の実施形態では、第１の温度は、７６０℃～９２７
℃（１４００°Ｆ～１７００°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲で
ある。一部の実施形態では、第１の温度は、８１６℃～８７１℃（１５００°Ｆ～１６０
０°Ｆ）の範囲であり、かつＴ１は、０．５～５５秒の範囲である。
【００８６】
　一部の実施形態では、加熱された薄片は、Ｔ、Ｏ、又はＷのテンパを有する。一部の実
施形態では、加熱された薄片は、Ｔ４又はＴ４Ｘのテンパを有する。一部の実施形態では
、加熱された薄片は、室温でＴ４又はＴ４Ｘのテンパに到達するのが可能となっている。
【００８７】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、１ｘｘｘ、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、４ｘｘｘ、５ｘｘ
ｘ、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択
される。一部の実施形態では、非鉄合金は、１ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である
。一部の実施形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部
の実施形態では、非鉄合金は、３ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施
形態では、非鉄合金は、４ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施形態で
は、非鉄合金は、５ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施形態では、非
鉄合金は、６ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施形態では、非鉄合金
は、７ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。一部の実施形態では、非鉄合金は、８
ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。
【００８８】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、１ｘｘｘ、３ｘｘｘ、及び５ｘｘｘシリーズのアル
ミニウム合金からなる群から選択される熱処理不可能な合金から選択される。一部の実施
形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘ、６ｘｘｘ、及び７ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金
からなる群から選択される熱処理可能な合金から選択される。一部の実施形態では、非鉄
合金は、４ｘｘｘ及び８ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択される。
一部の実施形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘ、３ｘｘｘ、５ｘｘｘ、６ｘｘｘ、及び７ｘ
ｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択されるアルミニウム合金である。
【００８９】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、１ｘｘｘ、２ｘｘｘ、及び３ｘｘｘシリーズのアル
ミニウム合金からなる群から選択される。一部の実施形態では、非鉄合金は、２ｘｘｘ、
３ｘｘｘ、及び４ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択される。一部の
実施形態では、非鉄合金は、３ｘｘｘ、４ｘｘｘ、及び５ｘｘｘシリーズのアルミニウム
合金からなる群から選択される。一部の実施形態では、非鉄合金は、４ｘｘｘ、５ｘｘｘ
、及び６ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択される。一部の実施形態
では、非鉄合金は、５ｘｘｘ、６ｘｘｘ、及び７ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金から
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なる群から選択される。一部の実施形態では、非鉄合金は、６ｘｘｘ、７ｘｘｘ、及び８
ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金からなる群から選択される。
【００９０】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ２ｘ２４（ＡＡ２０２４、ＡＡ２０２６、ＡＡ
２５２４）、ＡＡ２０１４、ＡＡ２０２９、ＡＡ２０５５、ＡＡ２０６０、ＡＡ２０７０
、及びＡＡ２ｘ９９（ＡＡ２０９９、ＡＡ２１９９）からなる群から選択される２ｘｘｘ
シリーズのアルミニウム合金である。
【００９１】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ３００４、ＡＡ３１０４、ＡＡ３２０４、ＡＡ
３３０４、ＡＡ３００５、及びＡＡ３１０５からなる群から選択される３ｘｘｘシリーズ
のアルミニウム合金である。
【００９２】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ５１８２、ＡＡ５７５４、及びＡＡ５０４２か
らなる群から選択される５ｘｘｘシリーズのアルミニウム合金である。
【００９３】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ６０２２、ＡＡ６１１１、ＡＡ６０６１、ＡＡ
６０１３、ＡＡ６０６３、及びＡＡ６０５５からなる群から選択される６ｘｘｘシリーズ
のアルミニウム合金である。
【００９４】
　一部の実施形態では、非鉄合金は、ＡＡ７ｘ７５（ＡＡ７０７５、ＡＡ７１７５、ＡＡ
７４７５）、ＡＡ７０１０、ＡＡ７０５０、ＡＡ７１５０、ＡＡ７０５５、ＡＡ７２５５
、ＡＡ７０６５、及びＡＡ７０８５からなる群から選択される７ｘｘｘシリーズのアルミ
ニウム合金である。
【００９５】
　一部の実施形態では、図１は、本発明の方法のステップを示すフローチャートである。
一部の実施形態では、図２は、本発明の方法を実行するために用いられる装置の１つの実
施形態を示す模式図である。一部の実施形態では、図３は、本発明の方法を実行する際に
用いられる装置の１つの実施形態を示す模式図である。
【００９６】
　一部の実施形態では、方法は、図１に詳しく記載された工程を含む。一部の実施形態で
は、供給原材料２０が、図１に詳しく記載されている以下の処理ステップの１つ以上にか
けられる、連続鋳造非鉄合金薄片１から形成される：せん断及びトリミングステーション
２のうちの１つ以上を通過させること、温度調整のための任意選択的焼き入れ４、熱間圧
延及び／又は冷間圧延ステップ６のうちの１つ以上、トリミング８、並びに、供給原材料
２０を形成するためのコイル状への巻き取り１０。
【００９７】
　一部の実施形態では、供給原材料は、以下のステップのうちの１つ以上にかけられる：
伸ばし２２と、その後の焼きなまし２６、焼き入れ２８、及び／又はコイル状への巻取り
３０により、Ｏテンパ薄片を生産３２；あるいは、伸ばし２２の後、固溶化熱処理４０と
、その後の好適な焼き入れ４２、及び任意選択でのコイル状への巻取り４４により、Ｔテ
ンパ薄片を生産４６。一部の実施形態では、焼きなましステップ２６及び／又は固溶化熱
処理ステップ４０は、本明細書で説明される加熱方法、温度範囲、加熱時間を用いて実行
される。
【００９８】
　一部の実施形態について、誘導加熱を用いて本発明の方法を実行するために用いられる
装置の１つの実施形態が、図２に示されている。一部の実施形態では、供給原材料は、図
２に示されているような、水平式熱処理ユニットで処理される。一部の実施形態では、コ
イル状に巻き取られた供給原材料を伸ばすための、コイル伸展器２０２を用いることを含
む。一部の実施形態では、コイル状から伸ばされた供給原材料は、次に、ピンチロール２
０４、せん断器２０６、トリマー２０８、及び結合器２１０にフィードされる。一部の実
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施形態では、供給原材料は次に、ブライドル２１２、ルーパー２１４、及び別のブライド
ル２１６にフィードされる。一部の実施形態では、得られた供給原材料は次に、ＴＦＩＨ
用に構成された、１つ以上の誘導加熱器２１８にフィードされる。一部の実施形態では、
加熱された供給原材料は、次に、浸漬器２２０、焼き入れ器２２２、及び乾燥機２２４に
かけられる。一部の実施形態では、乾燥され、加熱された供給原材料は、次に、ブライド
ル２２６、レベラー２２８、及び別のブライドル２３０にフィードされる。一部の実施形
態では、供給原材料は次に、ルーパー２３２、ブライドル２３４にフィードされ、かつ次
に、せん断器２３６、トリマー２３８、予備時効処理ステップ２４０にかけられ、更に次
に、コイル巻取り器２４２を通されて、コイル状に巻き取られた薄片が形成される。
【００９９】
　一部の実施形態では、焼き入れ２２２は、液体スプレー処理、ガス処理、ガス処理及び
その後での液体処理、並びに／又は液体処理及びその後でのガス処理を含み得るが、それ
らに限られない。一部の実施形態では、予備時効処理ステップは、誘導加熱、赤外線加熱
、マッフル炉により加熱、又は液体スプレー処理を含み得るが、それらに限られない。一
部の実施形態では、予備時効処理ユニットは、コイル巻取り器２４２の前に配置される。
一部の実施形態では、人為的時効処理が、後続の作業（例えば塗料焼き付けサイクル）の
一部として、又は、オーブン内で実施する別のステップとして実行され得る。
【０１００】
　一部の実施形態について、誘導加熱を用いて本発明の方法を実行するために用いられる
装置の１つの実施形態が、図３に示されている。一部の実施形態では、装置又は方法は、
ステッチャ３０２、ＴＦＩＨ用に構成された誘導加熱器３０４、浸漬炉３０６、焼き入れ
器３０８、エアナイフ３１０、及びテンションレベリングライン用第１ブライドル３１２
を含む。
【０１０１】
　期待される実施例１
【０１０２】
　アルミニウム合金が、本発明の方法によって処理される。そのために選択されるアルミ
ニウム合金は、以下の組成を有する６０２２合金である。

【表１】

【０１０３】
　合金を、０．２２ｃｍの厚さまで、毎分７６ｍの速さで（０．０８５インチの厚さまで
、毎分２５０フィートの速さで）鋳型に注ぎ、１つのステップで熱間圧延により、０．０
３５インチの最終規格にまで処理してから、コイル状に巻き取る。コイル状に巻き取られ
た製品を、次に伸ばして、固溶化熱処理のために４５４℃（８５０°Ｆ）の温度にまで３
秒間加熱し、その後、水をスプレーして７１℃（１６０°Ｆ）に急冷して焼き入れして、
コイル状に巻き取る。次に、コイルの最も外側の部分から、サンプルを採取する。サンプ
ル１セットを、室温で、４～１０日間安定化させて、Ｔ４テンパを実現する。別のセット
を、安定化する前に、８２℃（１８０°Ｆ）で８時間にわたり特別な予備時効処理にかけ
る。この特別なテンパは、Ｔ４３と呼ばれる。
【０１０４】
　期待される実施例２
【０１０５】
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　マグネシウム合金が、本発明の方法によって処理される。そのために選択されるマグネ
シウム合金は、以下の組成を有するＡＺ９１Ｄである。
【表２】

【０１０６】
　合金を、０．２２ｃｍの厚さまで、毎分７６ｍの速さで（０．０８５インチの厚さまで
、毎分２５０フィートの速さで）鋳型に注ぎ、１つのステップで熱間圧延により、０．０
８９ｃｍ（０．０３５インチ）の最終規格にまで処理してから、コイル状に巻き取る。コ
イル状に巻き取られた製品を、次に伸ばして、固溶化熱処理のために４５４℃（８５０°
Ｆ）の温度にまで３秒間加熱し、その後、水をスプレーして７１℃（１６０°Ｆ）に急冷
して焼き入れして、コイル状に巻き取る。次に、コイルの最も外側の部分から、サンプル
を採取する。サンプル１セットを、室温で、４～１０日間安定化させて、Ｔ４テンパを実
現する。別のセットを、安定化する前に、８２℃（１８０°Ｆ）で８時間にわたり特別な
予備時効処理にかける。この特別なテンパは、Ｔ４３と呼ばれる。
【０１０７】
　本発明の多くの実施形態を説明してきたが、これらの実施形態は発明を限定するもので
はなく、あくまで例示的なものにすぎず、当業者には多くの変更修正形態が明らかである
ということが理解されるであろう。また、さまざまなステップは、任意の所望の順序で実
行され得る（かつ、任意の所望のステップを追加し得る、かつ／又は省略し得る）。



(25) JP 2018-529028 A 2018.10.4

【図１】 【図２】

【図３】



(26) JP 2018-529028 A 2018.10.4

10

20

30

40

【国際調査報告】



(27) JP 2018-529028 A 2018.10.4

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ２２Ｃ  21/02     (2006.01)           Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｂ        　　　　　
   Ｃ２２Ｃ  23/02     (2006.01)           Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８２　        　　　　　
   Ｃ２２Ｃ  21/06     (2006.01)           Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９２Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｃ        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６１１　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６０２　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｃ   21/02     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｃ   23/02     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｃ   21/06     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｃ２２Ｆ    1/00     ６２３　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(71)出願人  516340216
            キルマー，レイモンド，ジェイ
            アメリカ合衆国　１５２３８　ペンシルベニア，ピッツバーグ，フェア　オークス　ドライブ　８
            ０
(71)出願人  318011783
            リッグス，ジェイムズ，シー．
            アメリカ合衆国　７８２６０　テキサス，サン　アントニオ，ガロ　キャニオン　２４４１１
(71)出願人  318011794
            ウナル，アリ
            アメリカ合衆国　１５６３２　ペンシルバニア，エクスポート，マナーデイル　ドライブ　２２０
            ８
(71)出願人  318011808
            ニューマン，ジョン，エム．
            アメリカ合衆国　１５６３２　ペンシルバニア，エクスポート，グレイブルック　ドライブ　５９
            ３７
(71)出願人  318011820
            ラウンス，トーマス，エヌ．
            アメリカ合衆国　１５２１５　ペンシルバニア，ピッツバーグ，ベサニー　ドライブ　４０ビー
(74)代理人  110001438
            特許業務法人　丸山国際特許事務所
(72)発明者  ワイアット－メア，ギャビン，エフ．
            アメリカ合衆国　９４５４９　カリフォルニア，ラフェイエット，フォーリン　レーン　２０
(72)発明者  トームズ，デイビッド，エイ．
            アメリカ合衆国　７８２６１　テキサス，サン　アントニオ，モリング　ライト　２３７１１
(72)発明者  ベノン，ウィリアム，ディー．
            アメリカ合衆国　１６２０１　ペンシルバニア，キッタニン，カウフマン　レーン　１８８
(72)発明者  キルマー，レイモンド，ジェイ．
            アメリカ合衆国　１５２３８　ペンシルバニア，ピッツバーグ，フェア　オークス　ドライブ　８



(28) JP 2018-529028 A 2018.10.4

10

            ０
(72)発明者  リッグス，ジェイムズ，シー．
            アメリカ合衆国　７８２６０　テキサス，サン　アントニオ，ガロ　キャニオン　２４４１１
(72)発明者  ウナル，アリ
            アメリカ合衆国　１５６３２　ペンシルバニア，エクスポート，マナーデイル　ドライブ　２２０
            ８
(72)発明者  ニューマン，ジョン，エム．
            アメリカ合衆国　１５６３２　ペンシルバニア，エクスポート，グレイブルック　ドライブ　５９
            ３７
(72)発明者  ラウンス，トーマス，エヌ．
            アメリカ合衆国　１５２１５　ペンシルバニア，ピッツバーグ，ベサニー　ドライブ　４０ビー


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

