
Beinecke MS 408  78r-01  (voynich manuscript)

上部のハチの巣は命と時間と権力と国とが湧き出す泉です。
これが世界の全ての始まりで、挿絵からは別々の二つの権力が一緒になって国が
生まれたことを示しています。ここには古代九州史が書かれています。

ここも国名(--dy)と他の品詞との区分が難しい所です。

ハチの巣の横にはそれぞれに文字があります。

daqaasumsumda daqaasb
合わせても合計が小さい自立 自立国

fbat sdar batsb nadapaatsb nadaqtsb sb nadaqdaum daqb
しっかりしたボスはバット国、ナダパアアト国、ナダクト国の国で自立家でなく支配した。

ndaqttsb nadaqtsb batsb faatsb dafar daumqtsb sazi
ナダクツツ国、ナダクト国、バット国、フアアト国は豊かな土地で、
ダウムクト国は希望が集まった。

naqatsb aatqb saum aatsb nadaqtsb nadaqaid daumqtsb
ナカツ国は地域を加えて家を集め国を加えた。ナダクト国は自助が無く、ダウムクト国と

bfttsb nadafaum sdaum batsb nadaqtsar aafatb dafdar sdar dar
ブフツツ国は豊かな希望が無かった。家を集めたバット国は統治しないボスで、
国が合流し豊かな農地は気付けば農地だった。

ndadaqaum daftsb nadaqtsb nadaqtsb saum nadaqtsb nadaqtsb k sazi
自立希望の無いダフト国は統治されない国で、ナダクト国は指導者で、
ナダクト国は統治の無い国で後に可能性を集めた。

sbatsb nadaqtsb daqar nadaqtsb batsb bqtsb batsb nadaqb
スバット国、ナダクト国は自立地でナダクト国は豊かな国で、
ブクト国も豊かな国で支配しなかった。
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kaatsb qttsb nadaqtsb aaqab nadaqaid aatsb nadaftsb sb
後に国を加えたクツツ国は不統治国となり集まりが離れてしまった。
自助が無く国を加えたナダフト国は国になった。

SARAUMDAQAB
ボスは若く遠い人

sbatsb sttsb nadaqttsb daftsb dafdaum ftsb daftb daumand
スバット国、スツツ国、ナダクツツ国、ダフト国は豊かな家で、
フト国は豊かな国だが家は悪かった。

nadaqb daqttsb battfb nadafttsb daftb baqatsb kdaqdaum dar
支配のないダクツツ国は豊かで無く見え、ナダフツツ国は豊かな家で、
バクアト国は後に自立家となり農地もそうであった。

sdar batqtsb nadaqdaum qtaasb daftsb daumftsb aaqatsb
農地を集めたバットクト国は自立家でなかった。
クツアア国、ダフト国、ダウムフト国、アアクアト国と、

nadaqtsb daumqtsb nadaqaid daqtsb qtsb fdaumsb nadafaasb sb 
ナダクト国、ダウムクト国は自助が無かった。ダクト国、クト国、フダウム国、
ナダフアア国は国であった。

SAATSAUMB　
大半の跡継ぎ

kdar aatqab dar aaqasb saum qtsb nadaqtstsb nadaqar daum
後に農地に地震があり、農地から国が離れ家を集めた、クト国、ナダクトスト国は、
自立助言の無い家だった。

saaqatsb nadaqaasb nadaqtsb daqtsb saum ar daqtts daumqaid
スアアクアト国、ナダクアア国、ナダクト国、タクト国は
指導者は土地を活発にして家を少し助けた。

( 私の妄想 ) このページの挿絵の意味

本州の日本人
欧州 中国

４国
初期の九州

３国

３国
その後の九州

５国
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nadaqdaum dafts daqaid aats dar aumdarb
自立の無い家は貧しく集まり、自助を放置して、農地が希望の農民だった。

kand qar qtsb paatb faasdaum fsb
しかし、小さな土地・小さな国・幾らかの国が、良い集まりの家は遠くの国である。

daumaatsb nadaqaid sar ar daqaid
ダウムアアト国は自助が無かったが、ボスの土地は世話をした。

baatk and daqttsb nadaqaid aaum
纏められた方向だがダクツツ国は自助が無くそれぞれだった。

k daumbatsb saum basb nadaqbaasb
その後、ダウムバット国、スアタバ国、ナダクブアア国、

umaatsb nadaqaid aattqb umdaqttsb
ウムアアト国は自助が無く地域に加えられウムダクツ国となった。

baats nadaqaid sand aaqasb umr
纏められて集まり自助の無い国土は国を離れ色々周りにあった。

kaid batdar daumqttsb rdand daqtdasb
中央が豊かな農地であるダウムクツツ国は周りは悪いダクツツ国だった。

nadaqttsb qtsb nadaqttb nadaqtsb daumdata
ナダクツツ国、クツ国は統治の無い国で、ナダクト国は次々と家ができた。

k daqttsb qtdaum umdaraid daumqtsb rand
その後、ダクツツ国は小さな家となり、色々な土地の恵みでダウムクツ国を囲んだ。

k daum batb qarb arbatsb nattsar aid adaum
後に家は変化し小さな土地の人がアラバット国とし、
それぞれのボスが助けて大きな家にした。　　　　　　　　

DAFAR DAS TA ARB DARDARB
豊かな土地への出入は色々なアラブ

農地はアラブ
(亀裂した人)

sand aaqa aum san um aumsb
国土は希望が離れ繋がりが希望の国となった。
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pdaraid daum nadaqttsb qaadaum faaaum daumqtt bgaatb dagaatsb faumb
僅かな地の恵みの家はナダクツツ国で小さな家だった。
良い希望だが家が小さく霧の国はダグアアト国で遠い人々だった。

k batqb daumqtsb aaqab sair dafb nadaqdar daqb sair aab daum
その後、豊かな地域のダウムクト国は人が離れ長老は争った。
自立地でない支配国土は全て家のものだった。

nadaqttsb nadaqtb sand daumqaid saum aatsb daumdaumsaum aatfab fdasb
ナダクツツ国は自立国ではなく国土の家を少し助け指導者は国を加えた。
次々と家の指導者は薬を加え良く発展した。

k daumqttsb batqab nadaqdasb dafaum batsb dafar aumaatsb fasb
その後ダウムクツツ国は悪い地震に遭い、ナダクダ国は豊かな希望で豊かな国になった。
豊かな土地のダウムアアト国は遠い国である。

nadaqtsb qasb nadaqaid aatsb saumqb umqaid bqttsb daqatab sb
ナダクト国、クア国は自助が無く国を加えた。
指導者は地域に色々な小さい助けをし、ブクツツ国は自立希望の人の国だつた。

bftsb sand bqtsb b daumbattb nadaqaab daqaum daum qttsb sbqb
ブフト国の国土はブクト国であり人の家は豊かな国で自立心がなかった。
自立希望の家はクツツ国で国は小さかった。

sbatsb nadaqttsb nadapaatsb nadaqaumb sar daqand daqccaum azi
スバット国、ナダクツツ国、ナダパアアト国は自立希望の無い人で、
ボスができてから自立的な希望ができた。
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b kaid aatqab nadaqaid aattqb sand sand bfttk daumb
人の中央に地震があり自助ができず小地に加えられ、
次々と国土が新しい契約で家や人になった。

nadafaatsb umaatsb umaatsb qtsb nadaum kand qaaid dar
ナダフアアト国はウムアアト国となり、
ウムアアト国、クト国には家が無くしかし水の助けが土地にあった。

DAQAR AUM
自立地の希望

dakaum daum k and bats and daumb
強い希望の家は後ではあるが肥沃になりそして国民も。

kar and dafttsb daum and aarsb
その後であるがダフツツ国は家と国を加えた。

nadafand nadaqand daqtsb umqttsb
年上ではないが奴連合の統治国は色々な小さな国であった。

batsb nadaum batsb nadaqand srdaum
豊かな国は家が無くても豊かな家で、奴連合は周りの家を集めた。

bqaid aasar aatsb nadaqaid sb
後からの助で幾らかのボスは国を加えたが自助の無い国だった。

said aagand dapaumb qdafaumb
長老は外国人だったが多くの人々は少し遠い人々だった。

umaatsb paatsb nadaqand sar
ウムアアト国、プアアト国は奴連合のボスだった。


