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翫 rd.Supercond_uctorのtlppercriticaユFieユ丘に

関する簡単なコメント

都 築 俊 夫 (京大理)

(2月 22日受理)

最近､物性研で開かれた､HardSuperGOnduQtorにつ一いての研究会で､

いわゆるType Ⅲ 1) の振舞をす拳物質b_･Uppercritical fieldHop
I

値.磁化曲線等の実験車⊥タがいくつか重義 されたO 旭 ki･の理論との Eの

断 つ里 の不一致 (施 kiの理轟 駆 ･ di羊もy limitでvqi <･E<1･01
の物質がType ⅡIの振舞をするが､実験に よれは E>1･01 で､TypeⅡ工_./ Ii

の振舞をする物質はかな りあるようである)はここ梨 草間琴にしないことに∵√一l
して､ reversiblecri声 cal fieldfit:2, Super-heatedと super-9

coolingcritical fieldHch2･HcC2｡鹿-の簡単な貰貰 りをし-.それ ら

の値のずれは､実験が示す ように,数%であることを示す｡ dirty lまm土七

に話を限るO

出発点の方程式は.一般牝 されたGL方程式1}二工 ･---

iln意 +綱 目AiZ +

磁束密度

B-H- ‡も-eTiirNmT

fl(P)
2(2,TT)2

免(PH可 2

二3
回 生 -- 静 f2(P)図 6=o(1)

自由エネJZ/ギ-

Fs-Fn-一m# 〔βa(p)諾欝 2-pXf2(P)
である｡ ここで
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, ′ ノ i･---i

fo回-叶巨 pト 痩 )

瑚 〒孟o蔀 霊 o石 野

〟

f2'p'-孟 o石 お 5-n2-0轟

Oe

go(p)-洛 -n== o

･〒密 ,β- 印 叩 )2' (回2)3
(5)

lI●

であるo H｡は外場の強さO その他の量については､通常の意味を もつO
/L

(I)SupercoolirlefieldHcC2･･これはすでに求 められているように､

用の線型部分か ら決 る｡

in惹 +帥 -o (6)

TくくTco 1Tco-T≪ Tcoでは

屯rT)- [1Ji(% '2] foeTco'' T (7)

ニー恕 〔卜患 う[11i尊 3億 ㌔- T鴨 潮

(Ⅱ)嘘 2 a七 馳e reversibleもransitionpoint :この点での

orderparameもer のとびは小 さいと仮定する｡

撃 はFs-Fn-0,か ら決めら.れ るo(1)_･(3)A.16華 を決める方程式は

-ln意 -fo(p)+轟 ･

塾 廼〕 2

f2,(P)

となるo T≪ Tc｡では簡単になって

鳩 r1-)
3Aoo

2TtrW2e

(9)

li1+孟一･凍 上争-盟-C4 (盈 2j (10'
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(Ⅱ)superheaもed field-TJch2;簡単のた･めに､磁束密度の式(2)で

巨律 の項を無視する｡ 又 この転移点でもorderparameter のとびは小

さいとす るo ‡か まdBFap-や 繁華件で決 る昌1)･(2匝 ら

T 〔五回〕2

-in雷 -fo(p,+# ･頂 ｢

を うるo T<<Tcoでは

-qcrm〒議脊[{･1十溺｢･卦
5

一%31-静争〔怒 )2〕

となる｡

T-Oでft 2の値のずれを調 べ ると

塙oト音_ 5

HcC2(0) ~504

増 2(Oト 軍cc2

HcCZ(0) - 378

iii璽堅

β 2

β兼

β2i:■一一一二二二二二二一二=
β兼

511円

(12)

(13)

(i4)

となるo P .〆 は 1程度の量だか ら.ずれはa feⅦ% となるO 実験 に よ

れば･ftZの値が数千 ガウスの物質でl観測 されたずれは数十ガ ウスだか ら

-敦は よいO

(10) 以下の表式を見てみると. このずれの大 きさは､Abrikosov

strucもureを表わすパラメータ β ,βモご表わ されていることが分 るo この

ことか ら､ずれの大 きさか ら､実塵の S七rucも,Jreを知 ることが 出来ないか

と考えられるか もしれないo Lかし､ 例えば､三角格子と正方格子の場 合で

βの値の差は 1%程度であ り･従って､ HC2の億が数千ガウスの物質で構造

に よるflc2 の値のずれは 1ガウス程度か.それ以下 とな り､実験的にチェ

ックすることは. ほとん ど不可能であろう｡

磁化のとびを求 めるためには､(2)で idFの項 も求 めておかな くてはな ら

ないo ここでは簡単のために省略 したo
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