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世界の道路案内です。出発地はアラブでしょうか。終着はヤマトです。

左上の４行からの翻訳です。

faatsb aatpaab sansb badata qaatdaumb aadaftdaum badata 
良い幾らの人を加えたサン国、幾らか先にクアアト家人やアアダフト家、更に幾らか先に

k aatb badasand aatfbatsb dafbab nadadafdaktttb
後に加わった契約国のアアトフバット国、豊かな勢力のナダダフダクツツ国

k batb qaatdaum battb natfb battb dafaadaum aaum battb sand batdasb 
後は良いクアアト家、豊かなナトフ人、豊かなダフアア家、軍は豊かだが国土が悪い国

nadaqdaum anr aadar aatdafb dafb
ナダク家は所有地に蓄えがあり争いが増え争っている。

bada aadaqar kdar aadar aatqb sand sar aind
契約の他の小地は完全な所有地で、小さな地を加えた国土はボスの地域である。

bftb fdaum aatttf aadata k azi
白人の遠い家アアツツツフとなり、暫くすると先はアジアである。

saattb nadaqatb aabsb
幾らかの国やナダクア国があり、全ての国である。
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次は左のサークルの内部です。中央部の文字は次の通りです。

dafdasaum dapaadaumsz
湿った指導者 幾らかの家の国

rdaar bqtdaum sardaum saumb k daumand qatb daumtqttb sb
円弧地の古家はボスの家と子供である。後は家だが守るには家は小さい国である。

bqtdaum fattpaab sar
古い家では幾らか優しいボスである。

中央に小さな円周があります。左から時計回りです。一度は以下の様に訳したのですが、
国名の列挙かもしれません。

daqdakb daqaab daqdaum aadaqab daqtdaaatb daum bqaid
黒くて強い人は暗く、黒い家は他の地震にあった。支配が決まった国の家が後から助け

dafair dar dardaum darqtttb daumqttdaumb bqttdaum
豊かな所の土地になった。土地が家で土地が小さい国は家が狭く後進家である。

中央かららせん状に文字が、8列あります。左上から反時計回りです。
この部分は文字の判別がつきません。大体次のような文章です。地名でしょう。

(1) bsanum daum aatq daqaabs

(2) daaatb aatqaab sqtttz aattqtb faatqtaatb kand

(3) baattda qtb nadaqaum daqttz

(4) nadaqtdasb daqttb aatqaab aaqab daqaumdasb aatsb

(5) badaqaaab batqb daqdaumtaab daqdaumsazi

(6) daqtaum aatdasb nadadaqttb datttqb ttdasb daqaasb daqda daqdak

(7) * bum aasaium kdattqdaum daqtdasb

(8) daaatdaum nadattb qtdasb aatdaqb daqttb aadasb sb daftaab
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外側の円周には長い文字があります。左の□からスタートで時計回りです。

□　 daqb dafaum ttk aadafb aatsar dafaasb

k ar datqand daftdaum sar aatb sair nadattdaqand

dafaatb saum aatqb bqtk bdaqtz

k daum ab bqdattk bfb sb sb aadasb dafdaumdaumttk

daqb sar nadafttb dafttb aattb qdasar sar battsb

battk sand dafttdaaumb dafttdakdaum

daum daqdaum daumktb fdaum aatdaum daqttb

aadatqaattb daqaab nadaqaabab saadaum aabatq □

大体このような文章ですが、残念ながら文字の判別がつかない部分がありますので、
現状では解読困難です。
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三つの輪の内、中央の輪の部分は、アジアの道程が、国順に書かれています。
また左側の輪は欧州の道路を示します。
国名が列挙されています。国名以外の文字との区別が難しいです。

サークルの外上に書かれている部分を説明します。
「倭人伝」のような調子で、終点はヤマトになっています。この頃のヤマトは九州です。

fttdasb bafatb pbatdasb badafab bqtdasb basb badaf bfaab
自国を出発しバフア国、悪い薬のブクトダ国、地方のバダフ、新しい

saaand batb sattsb nadaqttb baqatb saum sb battftb saum sb
サアアンド、道が変ってサツツ国ナダクツ国バクア国、若い国のバットフ国、若い国

nadatttb batqttb baqttb k aumaatb fab baftdasb nadaqttdasb sazi
ナダツツ国バットクツ国バックト国後にはアウマア国薬のバフツダ国ナダクツツダス国

野菜が取れる

daqttb batdab qtdata baattfb daqtdasb batb nadaqtb adata aatqdasb
ダクツ国バットダブ直ぐにブアツツフブやダクトダ国、変化したナダク国、暫くして、

アアトクダ国

k aatdak kttqtb daqtb aadasb daqtdak aatda kaumar da aumatsz
後に強く加わったクツツク国、自立できたダクトダック、終点の領地、ヤマトに着く。

道が変わるとは、途中で道が分かれることと、渡海も含まれるでしょう。
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次は中央サークルの部分です。

中央から放射状に12行の文字があります。

これは地域の特徴紹介と考えられます。

更に円周上に文字があります。

いずれもスタートは左上とし時計回りです。

(1) bqtttpadaum  bpttb (2) aadafttb sarb

(3) daftb saumar (4) dafdaktb karb

(5) bbatkak ar bab (6) kdafak aatfb

(7) daftdabk  dararaumb (8) bftdasb aafab

(9) dafttdak aumaziaab (10) dafaasb  aatfaum

(11) dasair aasb and (12) saatsaum sand

次は円周です。

daqtdasand bqttdasb baksb bab daqttb saumaatk
支配され出入はあるが、後進の成長は勢力圏を彷徨った後である。
支配国の指導者は後から加える。

daqdar aatqb dafttk daftb sb daqtaatdab 
暗い土地は少し加え貧しくなり、貧しい人の国は他国に支配される。

bftdasb aatftsb aatsasb aattfattb
新しい成長は足元の国に加わり、大きくなるための手助けと幾らかの追加である。

dafbaasb dafttb pattdasb daftb aaqtb sand aatb 
争いを呼ぶのは貧しい国である。成長が少し止まり貧しい人は活発に国土を増やす。

sanr dafttbk kar daqattb sdaraab daqaab 
太陽が出た後の支払費用はボスが全てで暗いだけである。

nadaqttaab saum aab aadaqtttb karb
肥沃でないのは全て、指導者が全てであり、幾らかの被支配国は人の色で選ぶ。
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世界の道路案内の右ページです。
中心から放射状に８行の文字列が見えます。中心はアラブです。

スタートはいつもの様に左上とします。
二重線で区切りを示しているようです。
後日の記載の様ですが、そこから時計回りです。

恐らくは長期の旅行にあたっての、
基本的な考えを書いているのでしょう。

この「手稿」はシルクロードによって
もたらされた情報が大変多いような
気がします。

北西 sair  paatfb  sb 日差しが少ない国々

北 kair  ardab  k  dar 後の土地の為に元気な人を雇う

北東 dafttdak  arazib 土地が大変肥沃で野菜を食べる人

東 daqt  aasar ata 伏して祈りながら食べる

南東 dafdaum  aatk dafatab 良い家でおかわりをよく食べる

南 daqttb  aatq  aatqtbk 支配国で水が必要、後々水が必要な国

南西 sar  batk  badaqtb ボスは決まった小国を歩く

西 daftdasaid  kazi 家の出入りは多く助け彩る
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右側の円の外周に二行書かれています。
サークル文字は左上から時計回りです。

(外側)
batk daumqttb batb aafttb battumb batk bttz badaqtdaumumk ttk anr daum
歩くと、家の小さな国が変化して、合流は良い変化であった。
歩くと、人は時々悪い小さな家に色々あった後に決まって蓄えを家にする。

aadaand bqttbqttb batk aadaftb b qttb batk and daqtbfttb fadasb
他の事だが後進の小国を歩くと、明るい所を人は小さく歩く。
そして支配者の足元は成長する。

aatkdaqttdaftdasb aadaqab dafdaum daqtdasb aatdak aaqdaraab sb
支配し貧しく成長した後に加えた。他の地震により豊かな家は支配し成長し
強く加えた若い土地を国にした。

sb batfb dafttb sair aadaftsb aatb saum sand sdaqttb
国の豊かな人は黄色く、日光が私たちの貧しい国に加えた芽は、国土を活発にした。

(内側)
aatar k dafttb said sbaatqab dafttdak daftdaum daqtdak daqttdasb
土地を増やした後若い国の長老は、
地震への助けで若くて強く貧しい家の支配を強め活発に成長させた。

bada bftdas dafttdaum daqttdak dar aadak dar daqada aid
約束は、新しい出入りの若い家には土地の支配を強くし、
その後土地は費用少なく援助する事だった。

aadaum bqttb batda k aatdatqttb
空家は後進国には悪く、後に夜露が加わると悪くなる。

aatdasanr aattqaatb aaqtdasb dafaab fttdak
出入(交易)の蓄えを加え、小さな国を増やし、活発な国は常に足元が強かった。

ba aatdatqb daftb sdaumttz k aumb daftdaftb daftaak dapair
流れの決まりで加わった貧しい人々は時期になり家に集まった。
後、人々は大変貧しくなり、貧しい大船はいたる所にあった。


