
「結晶群」正誤表
p. 11, 7-8行目
（誤） 命題 2.10

（正） 命題 1.4

p. 25, 12 行目
(誤） うつさされる
（正） うつされる

p. 36, 定理　 1.35

(誤） 部分集合
（正） 空集合ではない部分集合

p. 37, 下から 5行目
(誤） 部分集合
（正） 空集合ではない部分集合

p. 38, 命題 1.37の前に以下を追加
以下では Γは合同変換からなる不連続群で恒等変換以外の要素を含むとする．

p. 39, 7 行目，「無数に含まれることになり，」の後に以下を追加
集積点を持つので

p. 39, 12行目
（誤）　シャルルの定理
（正）　シャールの定理

p. 41, 10 行目
（誤）　分割をいくらでも細かくとれるので
（正）　この分割を続けて得られる円弧の共通部分が 1点からなり，この点が集積点となるので

p. 42, 下から 5 行目
（誤） g(Γ)

（正） g(∆)

p. 42, 7 行目 
（誤） あるとるすと
（正） あるとすると

q. 48, 5 行目
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（誤） 群 Sym(F )の点 P の Sym(F )による軌道
（誤） 点 P の Sym(F )による軌道

p. 49, 13 行目「ここで，平面のベクトル x に対する gtg−1 の作用を計算すると」以降を以下のように修正

ここで，t(x) = x+ b′ とおいて平面のベクトル xに対する gtg−1 の作用を計算すると

gtg−1(x) = gt(tAx− tAb)

= g(tAx− tAb+ b′)

= A(tAx− tAb+ b′) + b

= x+Ab′

p. 49, 下から 4行目
（誤） ベクトル b1, b1

（正） ベクトル b1, b2

p. 55, 定理　 2.11

（誤）　次のいずれかである．
（正）　原点を適当に選べば，次のいずれかで表される．

p. 55, 下から 11行目
（誤）　上の述べたように
（正）　上で述べたように

p. 61, 図 2.7

pmgの図の最右列下から 2マス目の鍵型の記号をその 2マス上のものと同じ記号に修正．

p. 63, 下から 2行目
（誤） 3方向
（正） 4方向

p.64， 図 2.9

（誤） 毘沙門亀甲（びしゃもんきっこう） p31m

(正） 毘沙門亀甲（びしゃもんきっこう） p3

p. 64, 下から 4行目
（誤） 3方向
（正） 4方向

p. 65, 下から 3-4行目
（誤） p/π, q/π
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（正） π/p, π/q

p. 76, 下から 6行目および 7行目
（誤） x′, y′, z′

（正） x′,y′, z′

p. 90, 11-12行目
（誤） 定義とする
（正） 定義する．

p. 96, 図 3.11キャプション
（誤） 2g 個
（正） g 個

p. 101, 1行目
「3.1.3項の」を削除

p. 107, 一番下の行
（誤） セル σi

（正） セル ei

p. 114, 図 3.25

右上の菱形の辺の矢印を図のように修正

P22� S632� S333�S442�

e

図 1 S333

p. 117, 下から 6行目
（誤） するととき
（正） するとき

p. 119, 図 3.30

右列の上から 2番目の三角形の左下の頂点について図 3.23のように修正．
（誤） 2’

（正） 4’
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p. 124, ４行目
（誤） 対応する
（正） に対応する

p. 133, 図 3.37

p4g左図の外側の正方形の太い実線を細い実線に修正

p. 137, 3行目
（誤） 鏡映鏡映
（正） 鏡映

p. 148, 11行目
（誤） S1 への射影
（正） D2 への射影

p. 154, 2 行目
（誤） br

（正） bq

p. 160, 下から 2行目
（誤） 回転は含む
（正） 回転を含む

p. 161, 課題 4,12

（誤） 対称性を表す群 Sym(F )を，としてもつような
（正） Sym(F )を対称性を表す群としてもつような

p. 163, 下から 5, 7行目
（誤） σi

（正） ei

p. 165, 図 4.15キャプション
（誤）空間結晶群 Fm3mの基本領域
（正）左は空間結晶群 Fm3mの基本領域とその鏡像の和集合

p. 167, 図 4.16

（誤） a ̸= b ̸= c

（正） a ̸= b, b ̸= c, c ̸= a
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