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台風 18 号が三連休の日本列島を駆け抜けてまた季節が動いたようです。「秋の日は釣瓶落とし」と言
われるように、あっという間に日が暮れるようになりました。
音の異なる仮名四十七文字を歌にした「いろは歌」ですが、その作者については空海、柿本人麻呂、
源高明など様々な説があります。このうち柿本人麻呂説では「いろは歌」の中に作者、柿本人麻呂の
暗号が埋め込まれているという俗説が古くから流布されています。
いろは歌は「いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ うゐのおくやま けふこえて あ
さきゆめみし ゑひもせす」（色はにほへど 散りぬるを 我が世たれぞ 常ならむ 有為の奥山 今日
越えて 浅き夢見じ 酔ひもせず）という七五調ですが「金光明最勝王経音義」という音義（経典に記さ
れる漢字の字義や発音を解説するもの）ではこれを七五調区切りではなく、以下のように七文字毎に
区切って表記しています。
（七文字目）

（五文字目）

いろはにほへ○
と

いろはに○
ほ へと

ちりぬるをわ○
か

ちりぬる○
を わか

よたれそつね○
な

よたれそ○
つ ねな

らむうゐのお○
く

らむうゐ○
の おく

やまけふこえ○
て

やまけふ○
こ えて

あさきゆめみ○
し

あさきゆ○
め みし

ゑひもせ○
す

ゑひもせす

この七文字表記の七文字目を縦に読むと「とかなくてしす（咎無くて死す）」、また五文字目を縦に読む
と「ほをつのこめ（本を津の小女）」となり、これがいわゆる「人麻呂の暗号」と呼ばれるものです。その
意味は「私は冤罪（えんざい）により殺される。本書を津（地名）の妻の許へ届けよ。」というものです。
万葉歌人、柿本人麻呂の生涯には謎が多く、高官であったが政争に巻き込まれて刑死したという説も
伝えられています。人麻呂の暗号は、いろは歌に限らず百人一首やその他の和歌の中にも残されて
いるという説もあり、その信憑性はともあれ、こんな古代史ミステリーに興味がある方は、読書の秋の
夜長、「水底の歌－柿本人麻呂論」（梅原猛著 1972 年－大佛次郎賞受賞作）、「猿丸幻視行」（井沢
元彦著 1980 年－江戸川乱歩賞受賞作）、「人麻呂の暗号」（藤村由加著 1989 年）などを読まれて
みては如何でしょうか。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

形容詞 several は、数量を表す場合「それほど多くは無いが 2 を超える不正確な人や物の数」を意味し
ますが、その他にも「それぞれの、各自の」という意味を持ちます。
名詞形の severability は「分離・独立性」を意味し、法務では「契約書のある条項が無効となった場合、
その条項は無効となるがそれ以外の条項はその影響を受けることなく有効に存続する」という概念を
指し、英文契約書の Severability Clause は「分離可能性（分離独立性）条項」と呼ばれています。
これは、例えば「甲は乙に製品 A、B、C を供給する」という契約で、契約締結後に法令等の改正によっ
て製品 C が供給できなくなった（供給することが違法となった）場合でも、製品 A と B はその影響を受
けることなく供給できる（供給しなけらばならない）ということを意味します。
Severability Clause は「仲裁条項」（Arbitration Clause）と深く関連しています。Arbitration
Clause とは「当事者が契約によりまたは契約に関連して生じた紛争や食い違いを、裁判ではなく仲裁
によって解決する」という合意で、通常は契約内の一条項として含まれていますが、もしある条項が当
事者間の錯誤等により無効となった場合に契約全体が無効になってしまうと、仲裁条項も無効となり本
来の紛争解決条項としての機能が果たせなくなります。そのため Arbitration Clause は契約書中に
一体となって含まれていても、契約本体から別個独立の存在として取り扱うという考え方 Severability
Doctrine（可分性の法理）が確立されました。Severability Clause はこの法理に由来します。
但し、Severability Clause が規定されていても、無効となった条項がその契約の重要な要素を占め
る本質的なものである場合は契約全体が無効とされる場合があります。例えば、ある設備の売買契約
を締結し、その売買契約に無償の保守契約（条項）が含まれている場合、設備の売買契約が無効にな
った場合は、通常は無償の保守契約も無効になると解釈されます。

（英文例）
Severability.

If any of the provisions in this Agreement is held to be invalid or

unenforceable in any respect, such invalidity or unenforceability shall not affect the
other provisions hereof, and this Agreement shall be construed as if such invalid or
unenforceable provision had never been contained herein.
「分離可能性。

本契約のいずれかの条項が何らかの点について無効または執行不能と判断された

場合でも、その無効や執行不能は本契約の他の条項に影響を与えないものとし、本契約はあたかも当
該無効または執行不能と判断された条項が含まれていなかったかのように解釈されるものとする。」
Should any provision of this Agreement be deemed to conflict with the laws or
ordinances of any jurisdiction where it shall be performed, or to be unenforceable for
any person, such provisions shall be deemed null and void; provided, however, that this
Agreement shall remain in force in all other respects.

「本契約の条項が、万が一、管轄法域の法令に抵触する、または何人かに対して法的拘束力をもたな
いと看做された場合は当該条項は無効と看做される。但し、本契約は、その無効の影響を受けること
なく他のすべての面において有効に存続するものとする。」
The obligations of each Party under this Agreement shall be in every case several and
shall not be, or construed to be, either joint or joint and several.
「本契約に基づく各当事者の債務はいかなる場合においても個別債務とし、共同債務または連帯債務
のいずれでもなく、それらのいずれとも解釈されないものとする。」
All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto,
out of or in relation to this Agreement, shall be finally settled by arbitration in Tokyo,
Japan in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan Commercial
Arbitration Association. The award rendered by arbitrator(s) shall be final and binding
upon both parties.
「本契約から、または本契約に関連して本契約の当事者間に生じたすべての紛争、論争、または意見
の相違は、日本国東京において日本商事仲裁協会の商事仲裁協会規則に則った仲裁により最終的
に解決されるものとする。仲裁人により下された裁定は最終的なものとし、両当事者を拘束するものと
する。」
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