
Beinecke MS 408  85v 86r-01  (voynich manuscript)

　 頭初最も解読が難しいと思われた
　 ページです。

　 区分にあたり、左の様にページを
　 ９分割し、それぞれに⓪から⑧
　 までの数字を付けました。

　 始めは中央の⓪からです。

　画像はYale Unibersityより拝借しました。
　ありがとうございます。

⓪の中央の文字で、方向を変えましたが、折れ目で文字が見えません。

　 dafsdasar bdatsb
　 豊かに集まった出入地は表の国

　 kdabavadar arar
　 しっかり側の農地に従い次々に土地

　 daftsand daftsb
　 貧しい国土と貧しい国

　 bftsar arb
　 新しくないボスが生まれる

　 dapaadasanr
　 多く出入りする蓄え

次は絵の中央から放射状に書かれている文字です。
上方向に７単語、下方向に１２単語あります。
それぞれを繋げると文意をなすかどうかですが。
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(上方向)　反時計回りに右端から。

saraum ボスは希望
dapar 多くの土地
dapaattk 多い契約
basb 地方
dasaum 出入の希望
dapb 深く
dafttsb 若い国

(下方向) 反時計回りに左端から。

daumk 家の後は
bpaum　 交易希望
daqbsba　 深くなった
kbab 昔の勢力　
ssum 一緒になる　
sftsz　　 隠さない集まりになる
dapb 深く
dagsaz 　 遠くを集められる
ssakb その他は保たれる
daftsb 貧しい国
sandsb 土の国
kdasb 後に成長

次はサークル文字です。
上と下に区切りが表示されていますので、その左側から時計回りです。

□ daqdar dar dazi arand daqtdasb dasbattsb dasand daqaasb daqar badar
自立農地の農地に任命された。周囲は統治されて成長し自立地の、
ダスバッツツ国は争った。自立的な国や自立地は成長し、

daqand sand dagair daumb daumqairdasaum daumqaumdar daumdar □
成立した国土は隅の所で、小さな人々で家の小さい所の出入の希望があった。
家の小さい希望は農地、家、土地だった。

□ kb das baava qr daumar dafttsand daftkar bnadak aind daum nadafasb
維持した出入は大口だが、周りは小さく家の土地は、若い国土であった。
豊かな方向の土地で人は強く無かった。中央の家は豊かな成長は無かった。

daum aid dar dardaa daftttsb daqaum daqdasar dafbat daqdasb daftsb aasar * □
家の恵みの農地は、土地柄ダフツツツ国は自立希望であった。
自立した出入地は豊かさが多く自立成長し、貧しい国を土地に留まらせた。*



Beinecke MS 408  85v 86r-03

左上のサークル部分①です。

中央付近の右には次の文字があります。

daqaasarar 自立的なボスの土地

サークル外周には左上から、時計回りに書かれています。

dafda fdakaid bsar dafar dafdas daqand
しっかりしたとても強い助けで決まった土地は豊かな土地で豊かな出入ができ、

saum aum aasar dafsar aatgaak
指導者の希望は定まった土地に豊かなボスが元気でいること。

daqdar ata dazi daumqttdasand badaum
自立農地は食べることが仕事で、家が小さくて争うのは軒並みだった。

daqaum darbattk nadattb daqaumdaum
自立希望は、農地が契約に従って少なく無い人の集まりを自立希望の家に(与えられた)。

dafdasr dattk ardaum danadaqazi
豊かな出入りの周りは小さな契約で土地や家が、多かれ少なかれ少なくできた。

daftts dafttsb daqtsb umrand dar and daqdar daqttsb
貧しい集まりのダフツツ国は統治国で、色々周りを囲み農地ではあるが、
自立農地はダクツツ国であった。
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次にサークルの左にも８行ほどの文字がありますが、あまり良くは見えません。

dsaaidaid 出入の助けは助け

****** ****

bstqazi 決めて無くすのは可能

saraatsb ボスは国を加える

dafdaaatsb kb しっかりした国を加えて維持

****** daumaum *****家の希望

saadar dararb 幾らかの農地に農地が生まれた

kair dasazi 後の場所は出入可能

更に、右下の煙突から出ている部分には、

darardaum 農地と土地と家

②への渡り廊下の下側には、

saraumsb ボスが希望の国

と書いてあります。

②への渡り廊下の上側には、

sdaumsaum 家に集まり希望が集まる

と書いてあります。
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ページ中央上のサークル②です。
内部から花が咲き、花びらに
１０個の単語があります。

ここも外周に文章があります。

③への渡り廊下の下に

dapdafaadar dasb
多く十分な農地は成長

と書かれています。

それぞれの花びらの文字です。左下から時計回りです。

daqda 納まった
sandb 国土の人
sdagaaab 遠くに集まるだけ
daqtsb 統治国
dagarb 遠くに生まれた
dagaid 遠い手助け
dapar 多い土地
dasairb 出入地の人
sumar 集合地
daqdarb 自立農民

次は②の外周の文章です。右下の区切印から時計回りです。

□ kaik dasrar dar daqaum daqaum dar aum aum
受入た出入の周りの土地は農地が自立地で、自立希望の農地に次々と希望ができた。

bqaum daum ar daum aum daum
後からの希望は家で、土の家の希望も家だった。

aum umk daqar daqdas daqts daqtdaumsb
希望は色々な後自立地となり、自立した出入は自立を集めた。ダクトダウム国は、

dapabak daftsb aatsaak battqtsb dasaum
大きく後戻りし、ダクト国は大船を纏めた。バッツツクト国は出入の希望があり、

bas daumqttsb bqb qanr daqaasb dafdaum arb and anr
側のダウムクツツ国は育った。小さな蓄えのダクアア国は豊かな家で生産し蓄えた。

**aum daqttsb daumb daqaid daumqand asb □
＊＊希望のダクツツ国は国民が自助で家が小さくても成長した。
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③の部分になります。

中央部にはらせん文字が書かれています。外側から内部の方向に読んでみます。

dtar datfaab darararazi arqttdasb
表面的な土地は表面的に良く農地に次々と土地が可能となり土地は小さく無く成長した。

daaasdar daum datqairb bfdasar da
支配のまとまった農地は、家が小さく生まれた所の人で、新しい出入地は小さかった。

dapaum bab darardasar bqasar bqdasar
多い希望の勢力は農地でも土地でも出入地で、以前の出入り地は、以前の出入り地で、

bqarb dapaumumb
後に生まれた希望が変化した。

さらに、サークルの外側左上に、
　　　　　daqdasb 自立成長

と書かれ、らせん文字の下側には、
dapdadar saumb 少し豊かな農地の跡継ぎ

その下の④との通路には、
dafttsb dafdaumsb 若い国　豊かな家の国

この文字の両端に、
karaapasb 前に土地が崩れた国
dagbatsand　 隅の多い国

隅の左下塔の先端には、
das*baz araid 出入が＊＊＊になった土地の恵み

と書かれています。
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サークルの外側右下には、
daqar datsdasb 自立地の表面的な成長

サークルの外側右上には、小さな円内に、
　　　　　daqar 自立地

araum 知らせ
daptb 多い国

その小さな円の下に二行文字があります。

qtaab nadaum aatsar ar 小さいだけで家が無いがボスを設置した土地

daftsb aasand dafb 貧しい国は幾らかの国土で争う

次は外周です。ここの区切りは真上ですので、そこから時計回りにスタートです。
文字が見えない部分も多々あります。

□ daqdar padar air k daftdafttsb dafdak
自立農地は離れた農地で、場所は後にダフトダフツツ国になった。

daftsar air dafdasaiddaum
大変豊かで貧しいボスは、場所を自立出入の援助家とした。

bqtsb aasar faasand kb
ブクト国は農地を定め良い国土を守った。

karaums fdasar aaqar dasair
後に農地や家を集め遠い出入地の若い土地に出入の援助をした。

dar daaum daqaasb kttsb dafttsb bqaasb aatqb
農地は小さく動きダクアア国、クツツ国、ダフツツ国、ブクアア国は見栄え良くなった。

daand daqttk daumdar dar bqttsb daqtdaum dasand
大変悪い自立契約は、家土地農地であり、ブクツツ国は統治家が争った。

dar faind daumar □
農地は遠い地域だが家と土地であった。
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④の部分を解読します。

中央左に、

dagairb 遠い所の人
daqaumaid 自立希望の助け

また、中央右に、

daqaasb qarb 自立的な国が少し生まれる
darand aab 農地が全て

と書かれています。

⑤との渡りの両側には、右と左に、

dapdasaasaum 多くの出入が定まる希望
saraasb ボスの請願

と書かれています。

サークルの外周に文章があります。左下と左上に区切りがありますので、
左下から読んでみます。

□ bqa daqttk aumaatsb daqaum b aum dafdasar batqaum
後からは大きく自立の契約でダウムアアト国には統治希望があった。
人の希望は豊かな出入りの土地であり、多くは小さな希望であった。

□ daumqar aatb qar baaum nadaqaum daqar
家の小さい土地に人が増え小さい土地は、希望に従って自立しない希望となった。

dafar dafdasb dafdasb dafdasb dafar
豊かな土地のダフダ国はしっかりした国で、しっかりした国は豊かな土地があった。

aagdaum daqbab daqar
他人の家は自立勢力で自立地だった。

daqar ar daqtsb daqtsb daqaatsb aatqaatsb
自立地の土地は統治国のダクト国、ダクアアト国、アアトクアアト国であった。

dagaasdar nadafaasb qdar aasar aatqdaum qdapb □
隅に集めた農地はナダフツツ国で、狭い農地に土地を定めて小さな家を加えた。
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次に⑤の部分を解読します。沢山の文字があります。

⑥への渡り廊下に文字がありますが
見えません。その左右には、

daqar 自立地

umabaaumzi 色々に適当な
希望になった

左上の先には見えませんが、

dakar zi 強い土地は可能

左下には見えませんが、

daLaumsa** 小さな大様の希望**

右下には、

dapardasazi 沢山の土地は出入可能

と書かれています。

サークル内には全てで１２行の文があります。中央下の３行分です。

fdaum dagar aatgand daum
遠い家 遠い土地 外に作ったが 家である

daqaab nadaqtsb nadaqttsb
自立的な 無統治国 不活発な国

fdaum qtdadar daum aatqdar
遠い家 小さな農地 家 狭い農地を加えた
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サークル内、右下の４行分からです。

daqar daum aatqb sand
自立地の 　 家に 小国を加え 国土

daqttsb nadaqaab aagtaasb darb
ダクツツ国は 自立的でなく アアガアア国は 農民

bqttaab daqdaum battb fdaumgaaz
後からが全てで 自立家 多い国 遠い家は沖になる

kand badasand
しかし 戦いによっては

サークル内、左上の２行分です。

dafazi dapbadasb dafttb
豊かになれる ダプバアダ国 貧しい国

dapar aatpaatb dafttsb daumand dakbab
多い地面 幾国を加え ダフツツ国 家ではあるが 強い勢力

サークル内の最後は、右上の３行分です。

sdar dafdaum dapardas dapaas batfb
気付けば 豊かな家 多い土地の出入 多い定住 豊かになった

daqb arsar baqasb dapaasb dapaakb
支配 土地のボス バクア国 ダプアア国 多くの地方

rdadaum aasb fbasb nadaqdaum aatbqb
周りの小家 発展 フバ国 自立しない家 人が増える地域
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次は、⑤の部分の外周文字です。スタートは下です。

□ daqar ar daqarb dafdastts dasar aatqand
自立地の土地に自立が生まれ、豊かな出入りが集まった。出入地は狭さを増したが、

datt**** *** daqttk anr dasand
***(６単語程不明)***自立の契約は蓄えで争った。

daqaumdaum aind daqaumdaum dafar aaaasazi
自立希望の家の地域は自立希望の家が、豊かな土地で幾らか発展できた。

aatftb dafdasaatk dafttktb
遠い国を加え、豊かな出入りの幾らかの約束は若い後の国だった。

aaqab daftsb dafaum aatsaum
人が離れた貧しい国は豊かな希望を指導者に加えた。

dapaum daumqar daqtsand dardar □
多くの希望は家の狭い土地で、統治された国土は次々と農地になった。
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ここでは⑥の部分を解読します。ページ中央下です。

　中央の花模様の葉に８単語あります。
　左から反時計回りに、

　 dagarand 隅の土地だが
　 daqaumar 自立希望の土地
　 daqaasb 自立的な国
　 daqtsb 統治国
　 dafttsb 若い国
　 dafdakand 豊かで強いが
　 dafaasazi 豊かに成長が可能
　 daftsb 貧しい国

　 と書かれています。

⑦への渡り廊下には、 dapaasaid 沢山の長老
その廊下の上には、 dafsar bats 豊かなボスが多く集まる

と書かれています。

外周の文字は下から時計回りに、次のように書かれています。

□ daqtsar daqdasb daqair aatsb dapar
統治のボスは、自立成長し自立の所の国を追加し、多くの土地になった。

daumqttdasb kar daumqaatsb daftsand
ダウムクツツダ国は後に土地がダウムクアアト国となり、貧しい国土となった。

daumqb dar and dasb dakaid basar dasand
家の地域の農地と成長を強く援助し、隣のボスと争った。

daqtsaum　daum ar datqand aumdak aumsar
統治の指導者の家や土地は、表向き小さいが、希望は強い希望のボスであった。

dafttsb dafttsand daftsb daqar and bqb dasand
ダフツツ国は十分な国土で、ダフト国は豊かな土地であったが成長し争った。

daqaum daqaumar □
自立希望で自立希望の土地である。
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⑦の部分を解読します。

　 サークルの上、⑧への渡りに４文字あり、

　 dafaa
　 十分な

　 dakb dasum
　 強い人 出入は色々

　 ssb
　 国に至る

　 その、左右外側に２文字あります。

　 stpaatqb 一部は地域に留まる

　 dafttb 若い人(貧しい国)

サークルから腕が２本伸びています。その途中には、

basaid 長老に従って

daftsb 貧しい国

左下には、小さな円を囲んで文字があります。

kar dasand dar
後の土地は争って農地にする

dapabat gaasb daftdaumb
多く広く良い 方法 貧しい家や人

dasar and s
出入地ではあるが集まる
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外周から下向き放射状に４文字があります。左下からです。

dagdasbsb 遠くの成長した国

dapsaasb 多く集まった発展

dafdastb 豊かな出入の国

dafdastsb しっかりと国を止める

サークル内にはたくさんの文字が書かれています。
左下から時計回りに右上まで。

daqar azi aum 自立地ができる希望

dagsdarazi 遠くに集まった農地は可能

dapaasb 多くの国

dasb 成長

dagaasar 遠くのボス

dafaasb 十分な国

dafdasb 豊かに成長

左下から反時計回りに右上まで。

daftsazi 貧しく集まる可能性

umdaqtsbak 色々な統治ができた後

dafdasar しっかりしたボス

bftsand 新しくない国土

daqtsb　　 統治国

badaumftsb 家の側が足元ぐらいの国

dapaasazi daftsb dapardazi
多く可能性を集め 貧しい国 多くの農地の仕事
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さて、外周の文字ですが、スタートは左下で、時計周りです。

□ dafttsand dafdasar daftsar dafar dasand
若い国土はしっかりしたボスや貧しいボスが豊かな土地を争う。

daumqand dafum baarabat daum ar aaqab aatsand
家は小さくても豊かさは色々で土地の側の広い良い家は土地から人が離れ国土を加えた。

daqatsb batsb daftsb daqtsaum s
ダクアト国は良い国で貧しい国だった。統治の指導者が集まった。

darand dafdasb fdadar aatpar daum aatqtb
農地ではあるがダフダ国は遠い小さな農地で僅かな土地を加え、家に小さな国を加えた。

dapaasar darar aum
多くのボスは農地や家の希望があった。

baar dapdar aumaatsb daqaumzi
土地の側に広い農地のアウムアアト国は自立希望になれた。

dar agaaum airisb □
農地は重要なアイライ国だった。

次に最後の⑧の部分を解読します。

①に続く廊下には三つの単語があります。

　 bftsar 新しくないボス

　 sskkbava 結果を集め後の出来事

　 saumsar 指導者のボス

　 廊下の左右にそれぞれ単語があります。

　 kandsb しかし国

　 dagarsb 遠い土地の国
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中央から放射状に８個の単語があります。左上から反時計回りです。

daftsaum 貧しい指導者

dapand da 質素で小さい

dafttsb 若い国

daqaab 自立的

aaqttsb 活発な国

dapair ar 多い場所の土地

dasaasb 出入を集めた国

daqbsb 支配国

次は外周サークル文字です。左上に区切りがありますので、時計回りです。

□ dakdar dafar dafdasttsb dafb sand batdar
強い土地は豊かな土地で、ダフダスツツ国は支配国土で豊かな農地だった。

da ar daftsb nadafts bdafaab dafdarand aatqas*r
小さな土地のダフト国、ナダフト国は十分で、豊かな農地であるが、***を加えた。

daum and daqtsaum daumdar dapdaakaum
家ではあるが統治された指導者は、家や農地を多く支配された後の希望だった。

aatbumqb bfar nadaqtdaum fbats dand
変化した地域を加えて、新しい土地は統治の無い家で緩く集まり悪かった。

dafttsand dasaum aatqb dafaasdar
若い国土は出入希望で地域を加え十分な農地を集めた。

dar daumqdaand daqata daumand □
農地は家が狭く小さくても自立希望の家は同様だった。


