
Beinecke MS 408   67r-01  (voynich manuscript)

左サークルの上に書かれた４行からです。文字の省略や消えが見られます。判別困難でした。

fttdasand batb tpaairdasb dakand bfttdatb batb tpaand da and
足元の争いで変化し僅かな集まりの場所が成長した。
強く新しい小国は変化し、入植しておとなしくなった。

sanr daqtdasb nadatqtttb kar datfadasb dafttb qttb qtb qttdasaum
集めた蓄えは制限され成長し表面的でなく急速に国になった。
後に土地は大きく成長し、貧しい国は小国となり、小国には少しの出入りの希望があった。

b aatdak aizi aatdak and daqtkdat arazi battk saumand sazi
人を強く増やし野菜も強くして、そして支配のしっかりした土地ができた。
豊かな方向へ希望を集め可能性を集めた。

aatdasand aatqttb kar air kdaar aattb sair fatb
争いが増え小国を増やし後の場所になった。
しっかりした土地は国を増やす太陽で良い。
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左サークル内の放射状の文字は次の様に読めます。

サークルの左上部分(11時)です。一月

saumarb　アラブの指導者

上側(0時)です。二月 その右(1時)です。三月

dafaumsb　豊かな希望の国 dafdaqb　湿っぽい地域

右上(2時)です。四月 右(3時)です。五月

kaaanr　岸の蓄え bqak arb　アラブの本(規則)
(消されていますが断食祭の事で、つまり５月)
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右下(4時)です。六月 更に右下(5時)です。七月

kdakanr　木の蓄え

dafttb sar　貧国のボス
下(6時)です。八月

左下(7時)です。九月

bf dasanr　新しい資金の出入り batdarazi　大変悪い可能性

左下部分(8時)です。十月 その左側(9時)です。十一月

　　　　　　　　　

bqttdasb　後から発展 daqtdaum kata　支配家は領地
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その左(10時)です。十二月

daqttb kar　支配国は後の土地

風車は植物の成長と手入れについての記載と思ったのですが、様子が違います。
何らかが季節によって変っていく事を風車にたとえたのでしょう。
恐らくは、移住の件ですが。

左の外周には3行書いています。外側の上から時計回りです。

(1) kdaairdaum basb aadaqtdasb bqttsaum daum
しっかりした所の家は地方にあり、他の小さな成長は後進の若者の家にある。

daftdasand aadaqatsb dafaaftdaqand aadafttsb
貧しい出入りであるが、他から国を防ぎ、十分に足元ができ幾らか若い国である。　

dafdar patb aagar
豊かな農地は壁に当たり他人の土地になった。

ar batttk saasb kdafats
土地は沢山の契約が幾つかの国としっかりで良かった。

dafatb k datdqtdafb aadaftdaqb
大国は後に表面的に支配し貧しくし幾らか貧しく支配する。

aadaqab daqttk kdar and sarazi
悪い地震は自立約束となり、完全にそしてボスはできた。

kaastk aasar sar sttkaasb sar
後に方向が定まり土地が定まりボスは成長の方向を止めた(固定した)ボスだった。

sar ar dafar sar bqardak
ボスの土地は豊かな土地でボスは後の土地を固くした。
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(2) sair aum aatdaum saum datqand kdaum sand aafttk
日光の希望で家を加え、希望は表向き小さくても、その後国土は約束を守る。

kaid bqtdak um aab dafdasand aatftqb
中央は古くなく固く、いろいろ全て湿った国土の足元の地域を加えた。

dafar sair ar aatsar daqttsb
豊かな土地に、日光の土地を加えたボスは国を支配された。

daftdasand baakb aatfttb
貧しい争いは人が人と契約し、足元の国を加えた。

daf sdaumaum aatdar daqtdar daind aattqb
豊かな家が集まる希望は土地を増やした。支配地は強制で地域を取られた。

arb daqtdaqtsk dabatb baaatb
アラブは支配し支配しが集まった後、国を圧迫し側の人を加えた。

aadaum sanr said aada sar aumsb
私達の家は蓄えを集め古い他のボスで希望の国とした。

(3) araatdar nadaqttb dafttdak
土地に農地を加えて支配されない国では大変貧しかった。

aatdaqatb daftda aatsb daqtaasar
国を費用で買い貧しく小さな国を加えた。支配した幾らかのボスだった。

sar araum daqtdakar kdaftb
ボスに知らせがあり強く支配した土地は後に豊かになった。

sair bfttb daftdar daftdak daftda
日光は新しくなったが貧しい土地は大変貧しく貧しく小さい。

daftbab batdaqttb daftdasaum
貧しい勢力は悪い支配国であり、貧しい出入りの希望があった。

aadaqtts kar andb dafda qttsar
幾らかの支配の集まりは、後の土地と人であり、しっかりした小さいボスだった。

stttfb daqttb
人の亡くなりを止められなかった支配国は、

ftdasaid aatqaab sair aaparazi
足元の出入りの助けで、少ない人を追加して、日光は土地を作り出した。

当時、日本の大地震と同時期に、東南アジアの火山が噴火し、しばらくは世界的に天候が
悪かったようです。
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右側は手稿中唯一赤文字のページです。きっと強烈なお言葉があるのでしょう。

中央のヒトデ印の周りに文字があります。左上から時計回りです。

kdatdar pattb daqdasar dapaadas
しっかりした土地 壁に当たる 自立した出入の土地 多い出入

k dafatb dakar dakad k air
後に大国 地面を掘り 強い助言 後の所　

サークル内ですが、左上から時計回りで12ブロックあります。

bqtaada daumk ttkb sb bab bak daqar
古い他の家は後に 支払 国 勢力 避けて 自立地

dasaind dafdatk datqaid b bsaadak aid ar azib
地区の出入り 豊かな契約 表面的な少助 人 保証はその後助け土地 できる人

dafaatb kdaranrsbsb aadagab karaum
十分な国 後に土地の蓄えの国 他のまとまり 後の知らせ

nadagaab sand saum kaind azi ar
遠くない 国土 指導者 だとしても 可能な 土地

(希望を集める)
daqaum
自立希望

saadasar bkaumsaum
いろいろな出入の土地 人は領地の子供
(他のボスを集める)

batqaab kbqdar bqtdasb daqaab
豊かさは少ない 小さな土地を守る 後からの成長 暗い

daparab kaumkaid bftdadar bfda bqar
多い土地は全て 領地の中央 新しくない小地 新しく狭い 古地

kdasar dagdar ar daqtdar and azi
過ぎ去った 遠い農地 土地 支配地であるが 可能

bsazi daqaid azi
約束できる 世話は 可能

bfdasaum fdaum sand
新しい出入りの希望 遠い家 国土
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saatfab bqaabqaatb bqaab k
いろいろな遠い人 これからのこれからの国 後は全ての後

bfdasb kand sdarar dasar air aumand
後から成長 だが 気づくと土地は出入りの土地 場所希望はあるが

daaadaum daumdaum sdaqad datar dasaum
支配された家 家は家 自立の誘いを集め表面の土地に 出入の希望

dapaadaum sb dagar datdaumsad
沢山の家の国 遠い土地 表の家は固い

dafar sb aadasaumz
豊かな土地の国 放置した希望になる

aaqttsar bqdar bqaumb
活発なボス 後からの土地 後からの希望の人

aadaum and daqdaum dafdaumsdar dafadaumb
私達の家 そして自立家 　 豊家は農地に集まる 豊家の人　

bfdar sand dar kdar atsand sb
新しい土地 国土 農地 完全に 国土を加えて 国に

bftdar and azi
新しい土地 そして 可能性

bfdaand
破壊とともに
(新しくて小さいが)

bfaadasbb daqabk
新しく成長する人 費用は人の後



Beinecke MS 408   67r-08

bqbabqaab daqar aaqb aab qaak aab
後からの勢力で少ない人 自立地 幾らかの地域が全て 小さな船が全て

bfdatdapaatb aatqdasb dagbsb batdasb and
新しい表は広く人が増える 少しだけ成長 遠い人の国 遅く成長 そして

kdabada aadak daqab baatdasbtk dasaind
後に小さいのは悪い その後 費用 船での成長方向 出入の地区

sand and dakb*** bqatk daraumb
国土 と しっかりした人*** 戻った方向 土地希望の人

bgaid
霧の助け

bfdaqar dafdaumdar
新しい自立地 豊かな家と農地

bqttk bqaadak bqaab k arazi
後の決定で 後は強く 後は全て 後の 土地が可能

fdasand sair sb dapdasaadaum kairaumsb
遠い出入りはあるが 日光の国 豊かな出入の私達の家 希望の国を買う

dakaadatk and kdattb sand daumsb
強い他の決定 そして しっかりした国 国土 家の国

aadaaab k aum
他が全て 後の 希望

sas*****
****** saumaakdasb

指導者は大船で成長

daqdasar nadafdatar
自立した出入の土地 豊かでない表土
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最後に、三行有ります。右端は見えません。

sar aumsand bsand naqdab bsand nadagair bpair bqdaand b sdaumb bfaumaadak daumb daqtb
ボスの希望の土地の保証は少しの人ではなかった。保証であるが、遠くない場所、風の場所
は後から小さいが保証の家の人になった。新しい希望は幾らか強く家の人は自立国

kbatb kb battk natbqttb bqaatb bqaatb nadaqtdaaab daand daqar ar daum**
幾らかの人は守り契約に沿った。それぞれの最後の国は後からの国で、
後からの国は、支配されずに小さいだけで、小さいが自立地の土地で家は***

bbatb nadaqttdasb aatdak dattdak nadaqab aadar and daqttdasb nadaqdaand dasaid ar airdaz
事実支配されずに成長し、強さを増しきまりに固く費用を掛けずに、私達の土地となった。
そして支配されて成長し、自立せずに小さいが出入の助けで土地の場所の役となった。

なお、文末部分は Yale Universityが公開している詳細なウェブ版
https://collections.library.yale.edu/catalog/2002046
では次のようになっています。

https://collections.library.yale.edu/catalog/2002046

