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刷数 頁 行 該当部分はどこから だいたいの位置 誤 正

1 41 上から13行目 左から11文字目 真ん中から少し左
大蔵省への指示を 大蔵省への支持を

1 57 上から30行目（下から3行目） 左から16文字目 真ん中から少し左
外務大臣寺島宗則 外務卿寺島宗則

1 66 上から4行目末尾～5行目 5行目の1文字目 末尾と冒頭
大阪町奉行 大坂町奉行

1 77 上から30行目（下から3行目） 左から2文字目 冒頭
きわめてジェンダー的な組織でもあった。 「若者組」「娘組」は，きわめてジェン

ダー的な組織でもあった。

1 78 上から6行目 左から31文字目 右寄り
とりわけ18世紀後半になると しかし，一方で，18世紀後半になると

1 79 上から20行目 左から28文字目 真ん中から少し右
水野弥三郎，笹川茂蔵 水野弥三郎，飯岡助五郎，笹川茂蔵

1 79 上から24行目（下から9行目） 左から6文字目 冒頭
浪人なることも辞さず 浪人になることも辞さず

1 79 上から24行目（下から9行目） 左から29文字目 右寄り
奔走するようになるものも 奔走するようになるのも

1 81 上から22行目（下から11行目） 左から6文字目 冒頭
「性学」をという 「性学」という

1 82 上から27行目（下から6行目） 左から13文字目 真ん中から少し左
太政官布告第117号布告 太政官第117号布告

1 83 上から18行目 左から9文字目
役職が行う 役職者が行う

1 83 上から21行目 左から12文字目
1873（明治6），年 1873(明治6）年

1 84 上から22行目 左から26文字目 真ん中から少し右
うかがえられる。 うかがえる。

1 88 上から22行目 左から3文字目 冒頭
形式も内容， 形式も内容も，

1 161 上から14行目 左から3文字目 冒頭
記述の通り 既述の通り

2 177 最上段 左から15文字目
1871（明治14）年 1871（明治4）年

1 177 上から9行目 右から5文字目
（41頁）。 （51頁）。

1 196 下から13行目 左から11文字目 真ん中から少し左
上等裁判所と控訴裁判所 上等裁判所を控訴裁判所

1 197 下から21行目 左から16文字目
区町村法改正 区町村会法改正

1 207 最上段 左から3文字目
天皇への身体の 天皇の身体の

1 257 上から16行目 左から20文字目 だいたい真ん中
国会の場で 議会の場で

1 288 上から17行目～18行目 左から33文字～改行後2文字 右寄りから
「試補及見習規則」 文官試験試補及見習規則

1 299 上から5行目～6行目 左から29文字目～ 右寄りから
代言人や執行吏に対する不信感は強かった。代言人や代人に対する不信感は強かった。

また、執行吏の設置は実現しなかった。

1 301 上から3行目 左から20文字目
判事311名，検事99人 判事311人，検事99人

1 301 上から12行目 左から28文字目 検事総長松岡康毅
まつおかやすこわ

検事総長松岡康毅
まつおかやすたけ

1 311 下から10行目 右から5文字目 「市町村制理由」 「市制町村制理由」

1 312 下から8行目 右から4文字目
町村長は 町村民は

1 320 上から10行目 左から9文字目
大字として 大字名として

1 320 上から20行目 左から17文字目 だいたい真ん中
町村選挙は 町村議選挙は

1 369 上から9行目 左から15文字目 だいたい真ん中
第13議会では 第一三議会では

1 375 上から18行目 左から2文字目 冒頭
自身の配下の官僚 自身の配下の官僚政治家

1 375 上から18行目 左から16文字目
渡辺国武，西園寺公望，末松謙澄，金子堅太郎渡辺国武，西園寺公望，金子堅太郎

1 377 上から6行目 左から1文字目
1901（明治34）年12月末 1900（明治33）年12月末

1 378 上から8行目 左から5文字目
伊藤は，1902（明治35）年4月15日 伊藤は，1901（明治34）年4月15日

1 398 最上段 左から7文字目
（確定し）たかにみえた司法分配においては（確定し）たかにみえた法曹分配の下にお

いて，

1 423 上から16行目 見出し部分
ii）特別委員会の設置と見解 ii）特別委員会の設置

1 443 上から12行目 左から12文字目
決定するにいたった。（8月8日）。 決定するにいたった（8月8日）。

1 450 上から4行目末尾～5行目冒頭 5行目の1文字目
「伊藤統監失敗」 「伊藤統監失政」

1 479 下から18行目 左から5文字目
中国政府に協力を迫り， 協力を迫り，

1 480 上から2行目 左から19文字目
ボルシュビキ ボルシェビキ

1 487 下から2行目 左から16文字目
鈴木並び浜口首相 鈴木及び浜口首相

1 490 上から9行目 右から10文字目
第二次護憲運動 第2次護憲運動

1 516 下から6行目 左から21文字目
小作争議，発状況の下， 小作争議多発状況の下，

■正誤表

『日本近代法制史　第2版』におきまして下記の誤りがございました。誠に申し訳ございません。お詫びのうえ訂正いたします。



1 533 最上段 左から27文字目
米軍も 米英も

1 553 左端の段の上から11行目 木戸孝允　の項目
23 24

1 555 左端の段の下から20行目 市制・町村制　の項目
312 311

1 557 左端の段の上から2行目 新規追加
第2次護憲運動　490

1 559 「は」行索引の下から8つめ
パリ講和条約　444 パリ会議　444

1 560 右端の段の下から19行目 明治40年刑法　の項目
457 456


