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芳香族分子ピセンで、
超伝導現象を発見
亀の甲のベンゼン環が５個つながった芳香族分子のピセン（C22H14）に、カリウム
をドーピング（注入）することによって、絶対温度 18K（マイナス 255 度）で超伝
ほそのひでお
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日本発の新たな超伝導体として期待が集まる。
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ピセン結晶

カリウムをドープしたピセン
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左はピセンの構造式で、５つのベンゼン環が並んでいる。中央は、カリウムをドーピングすることで、超伝導現象が世界で初めて確認された有
機芳香族ピセンの結晶（白色）。ガラス管に封入されている。右は、カリウムをドープした K x picene 結晶（黒色）。
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超伝導現象がみられることを確認してい
ます。こうしたアルカリ金属原子のほか
に、カルシウムなどのアルカリ土類金属
をドーピングして超伝導体ができるのか
どうか、研究に着手しています。さらに、
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