
     卑弥呼女王国は二万戸だった 

                                  田口 紘一 

 

Ⅰ 「奴国二万戸」 

 私は先に、『魏志』倭人伝に記されているところの「東南奴国へ百里、二万戸」とあるのを、帯方郡か

ら伊都国までの文とは構造が異なることから、陳寿は洛陽の宮殿にあった別史料の記事をここに挿入し

たと考えました（拙著『「記紀」から読み解く『魏志』倭人伝とその後の倭国』海鳥社）。 

 この「奴国二万戸」を他の国の戸数と比較すると、まず、奴国の説明のすぐ後に記されている「東不弥

国百里、千余家」とある不弥国は千余家なのです。「家」は「棟」と考えて、一戸は三家（棟）から成る

とすれば三百余戸ということになります。不弥国と比較すると、奴国はその六十倍の戸数ということにな

ります。その他のクニを見ても対馬千戸、一大国（壱岐国だと考えられます）三千家（これは千戸くらい

と考えられます）、末盧四千戸、伊都国千戸であり、奴国は飛びぬけて大きくクニ（現在の郡程度の大き

さ）というより、クニが連合した国とみなしうる規模ということになります。もっと大きな国として邪馬

台国七万戸がありますが、これは卑弥呼の都の戸数ではなくて拙著で示したように、後を継いだ台与が大

和へ東遷したあとの大和を中心とする女王台与の勢力範囲の戸数だと考えられます。 

 私は、古代の人口のもっとも簡単な推定方法として、米の石高で考えることをしています。米一石は大

人が一年間に食する米の量です。筑前の守黒田藩の石高は 52 万石でしたから、ざっと 52 万人が暮らせ

ることになります。古代の耕地つまり水田の面積は江戸時代に比べて格段に少ないので、その割合を想定

するのがむずかしいのですが、例えば多くても三分の一といった考え方はできると思われます。また面積

当たりの収穫量も多くて半分といったことも想像できます。そうすると面積が三分の一、収穫率が二分の

一で結局筑前の国で採れる米の量は 52 万石の六分の一、つまり 8万石以下ということになります。筑前

国は筑豊地方や宗像地方も含まれるのですから、福岡平野の面積は、糸島市方面や朝倉地方を含めても、

筑前国の面積の二分の一程度です。ですから福岡平野で採れる米の石高はせいぜい四万石程度に見積も

られます。つまり四万人くらいしか生活できないということになります。奴国二万戸の戸数を世帯数と考

えると一世帯あたり五～六人とすると人口は十万人から十二万人となり、奴国が福岡平野全域を占めて

いたとしても米だけを主食としては大幅に不足で、ドングリなどの木の実や粟などで補わねばならなか

ったと推定されるのです。 

 また、私は、この「奴国二万戸」が『後漢書』にある一、二世紀の「漢倭奴国王」の時代の記事、つま

り、後漢の時代の記事であったと推定し、そして上述のように、奴国の広さは、少なくとも福岡平野全域

くらいは必要だったと考えていました。 

 そして、伊都国は女王国の一部であり、帯方郡の使者は伊都国まで来れば、いつでも女王に会える状

態、つまり女王の在地はその近くだったと考えています。ですから、帯方郡からの使者は伊都国に駐在す

るのです。女王国はのちの筑紫国だったと思います。 

 



Ⅱ 卑弥呼女王国 

 しかし、その後分かったことですが、吉野ケ里歴史公園（佐賀県神埼郡吉野ケ里町）のウエブサイトに

吉野ケ里の人口について、「現時点で最盛期（一～三世紀）には、外環濠の内部におよそ１２００人、吉

野ケ里を中心とするクニ全体では、５４００人くらいの人々が住んでいたのではないかと考えられてい

ます」と記されています（図１）。また、吉野ケ里歴史公園内の「南のムラ」では「竪穴住居三～四棟に

対し共同の高床倉庫一棟が付く」という全国で見られる一般的な集落と良く似ているとしています。「南

のムラ」の復元施設では、この「竪穴住居三～四棟に対し共同の高床倉庫一棟」が一つの家族の住居とさ

れ、そこに老夫婦・息子夫婦など五～六名が住んでいたと想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女王国の領域は、かつて前一世紀から後二世紀にかけて、甕棺墓制があった地域だと思っています。甕

棺は埋葬者が誰でも簡単につくることのできるものではなく、一定の技術者しかつくることのできない

大きな甕であるからです。つまり、このことは、国の支配者が甕を支給し、埋葬場所も指定し、統制のと

れた墓地を形成させているのです。したがって、甕棺墓出土の地域は一つの国が形成されていたと考えら

れるのです。その国が、『魏志』倭人伝に「その国、本はまた男子を王となして、住むこと七、八十年。

倭国は乱れ、互いを攻撃し合うこと暦年。すなわち、一女子を立てて王となす。名を卑弥呼という」と記

されている国と考えられるのです。その国が乱れるということは、その王の統治がなくなり、したがっ

て、王による甕棺の支給が行われなくなり、甕棺墓制が消滅してしまったと考えられるのです。 

 その国が卑弥呼を共立して、一つにまとまろうとしたのは、南方に位置する狗奴国に対する脅威が発生

したためだと推測されます。内部争いをしていた一団がまとまろうとするのは共通の敵が生じたときに

起こることは、世界の歴史のなかで何度も起きていることです。この甕棺墓制のあった領域には、糸島
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市、福岡平野、筑紫平野（筑後平野、佐賀平野）に渡る大きな平地があります。その東方の遠賀平野は飯

塚市の一部だけです。そしてまた、『魏志』倭人伝には、「女王国より以北は、その戸数・道理を略載する

ことはできるが、そのほかの旁(ﾜｷ)の国々は遠絶していて、つまびらかにすることはできない。次に斯馬

国あり（中略）、次に奴国あり、これが女王国の境界の尽きるところである」と二十一国ほどのクニが記

されていますが、この領域には、それに相当する数のクニが認められるのです（図２参照）。このように、

かつて甕棺墓制があった領域と『魏志』倭人伝に記されていることはよく一致しているのです。さらに言

えば、『古事記』に記されている「筑紫島（九州）には、四つの面（国）がある。筑紫国、豊国、肥国、

熊襲国である」という記事にある筑紫国とも一致すると思われるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この吉野ケ里を中心とするクニの人口が五千余人、一戸につき五～六人ということから推論すると、こ

のクニの戸数は千戸ほどになります。倭人伝には「伊都国千戸」とあり、クニの平均的規模が千戸として

この規模の小国つまりクニが二〇ほどあったとすると女王国の戸数は約二万戸ということになります。

これは「奴国二万戸」と同じ戸数ということになるのです。人口にして十～十二万人と考えられます。 

  図３は筑紫平野のある有明海北部沿岸の弥生時代の海岸線の想定図です。図中「弥生時代の海岸線」

とあるのは、伊都国歴史博物館資料によるものです。しかし、有明海は干満の差が大きく、最大６ｍに

もなります。満潮時に潮のくる場所は住居や水田を作れません。したがって、実質上の海岸線は「満潮

時の海岸線」で考えなければならないと思います。現在の海岸は有明海沿岸の河川から運ばれる土砂に

よる堆積と江戸時代以降の干拓によって浅くなっており、その値は２～３ｍと考えられています。それ

と満潮時に３ｍほど平均水位があがると考えると、おおざっぱな計算として、現在の陸地の標高５ｍほ

どのところがおよその弥生時代の満潮時の海岸線と考えることができます。図２の中の「満潮時海岸
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図２ 紀元前後の北部九州のクニ・国 



線」がそれです。ちなみに、この図では、『日本書紀』に有明海の港としてでてくる「水沼」（久留米

市三瀦町）は筑後川の河口であったことになります。この満潮時海岸線と標高 100ｍの等高線の間が耕

作可能地域と考えると、現在の地域の広さに比べて、筑後平野は二分の一、佐賀平野は三分の一の狭さ

になっています。 

 江戸時代初期、筑前国（福岡藩）５２万石、筑後国３２万石（久留米藩２１万石、柳川藩１１万

石）、肥前佐賀藩３５万石（佐賀平野）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卑弥呼が支配した国は筑紫国と考えられ、この国の耕作可能地域は福岡平野（糸島・朝倉地方を含

む）、筑紫平野（筑後平野、佐賀平野）と考えられます。弥生時代の地域単位面積あたりの石高は江戸

時代初期に比べて、水田面積が三分の一以下、単位水田面積当たりの収穫量が二分の一、合わせて六分

の一以下と考えられます。そうすると、当時の石高は、福岡平野では、福岡平野の面積が筑前国の平野

の半分ほどなので、５２万石÷２÷６＝４・３万石、筑後平野では、平野の面積が江戸時代に比べて半

分ほどなので、３２万石÷２÷６＝２・７万石、佐賀平野では、平野の面積が三分の一ほどなので、３

５万石÷３÷６＝１・９万石となり、合わせて筑紫国の石高は８・９万石、つまり九万人ほどを養える

石高となります。弥生時代の水田の面積を江戸時代の三分の一というのは、かなり高く見積もったもの

なので、実際はそれよりも低いとおもわれます。米の収穫量から見ても女王国の人口十万人程度という

ことは妥当なところだということができます。 

 別の視点、人口増加率から見てみます。鬼頭宏氏（『人口から読む日本の歴史』講談社 2000 年）に

よると、江戸時代初め（1600 年）の人口は 1227万人、奈良時代末期（800 年）の人口は 540 万人とし

ています。この間 800年間の人口増加は２・２７倍になっています。100 年あたりの平均人口増加率は
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1.11倍／100 年です。卑弥呼女王の時代（250 年）から奈良時代末期までの人口増加率も同じ比率であ

ると仮定すると、250 年ごろの人口は 540 万人÷（1.11 の 5.5 乗＝1.78）＝303万人となります。 

荒っぽい計算ですが、三世紀の人口について、前述の鬼頭宏氏は 220万人（鬼頭宏氏は『日本二千年の

人口史』（ＰＨＰ研究所刊）では 300 万人）、安本美典氏は 400万人余（編著『邪馬台国人口論』柏書房

1991年）、藤沢偉作氏は 234 万人弱（前述「邪馬台国は一国か」『邪馬台国人口論』）としていて、

平均をとると、やはり、300万人ほどになります。 

 ちなみに、その計算のもとになる奈良時代の人口推定も、前述の鬼頭宏氏の 540 万人、安本美典氏の

600～700 万人（前述書）、そのほか、『日本人口史』（本庄栄治郎）（安本美典編著『邪馬台国人口論』藤沢

偉作著「邪馬台国は一国か」より引用）によると、崇峻２年（589）393 万 1000 人（『聖徳太子伝記』）、推古

18 年（610）499 万人（十玄遺稿『它山石』）、養老５年（721）458万 5000 人（『行基菩薩行状記』）、弘仁 14

年（823）369 万 4000 人（横山由清『日本田制史』）、というように、概ね 400 万～600 万人という推計値にな

っています。 

 卑弥呼の支配した筑紫国の面積は、福岡県の西半分＋佐賀県の東半分とすると、約 3700平方キロに

なります。人口はおよそ面積に比例すると考えると、卑弥呼女王国の面積は、北海道を除く日本の面積

（約 29 万平方キロ）の７８分の一ですので、卑弥呼女王国の人口は、303万人÷78＝３・９万人と計

算されます。卑弥呼女王国は、他の地域に比べて栄えていたでしょうから、平均の２～３倍の人口密度

であったと考えると、８～１２万人ということになります。 

 さらに、別の視点、遺跡の数から見てみます。小山修三氏（『縄文時代』中公新書 1984 年）による

と、弥生時代の人口は遺跡数に比例するとして、一遺跡あたりの人口を 56.67人（170／３）として、

全国は 59.49万人、九州は 10.51 万人としています。逆算すれば遺跡数が求められ、全国で 10498 カ

所、九州で 1855カ所ということになります。九州の面積は 4.2 万平方キロ、九州内では面積に比例し

て遺跡があるとすれば、卑弥呼女王国には 1855 カ所×0.37万平方キロ÷4.2 万平方キロ＝163カ所。

人口は遺跡数に比例すると仮定すると、303 万人×163÷10498＝４・７万人となります。これは一遺跡

あたりの人口を均一と考えたもの、つまり一遺跡あたり 289人（303 万人÷10498 カ所）として計算し

たものです。先に図１で示しているように吉野ケ里遺跡を中心とするクニでは八つのムラがあり、5400

人が住んでいたということですから、一つのムラあたりの人口は 675人となります。一つのムラ＝一遺

跡と考えると、つまり卑弥呼女王国では一遺跡の人口が 675人と仮定すると、卑弥呼女王国の人口は、

675 人×163カ所＝11.0 万人となります。一つのムラ＝一遺跡という考え方は、一つのクニにおよそ八

つのムラがあり、卑弥呼女王国は２１のクニからなっていると魏志倭人伝に記されているので、卑弥呼

女王国のムラの数は、８×２1＝１６8 となり、先に計算した女王国の遺跡数 163にごく近い数になる

からです。 

 最後に、澤田吾一氏（安本美典著『邪馬台国人口論』柏書房より）が平安時代（927 年ごろ）の人口

推計をしていますが（末尾の表２参照）、それによると筑前８万９150人、筑後７万４300人、肥前８

万３400 人としています。卑弥呼女王国の領域は、筑前の西半分＋筑後＋肥前の東半分であったとする

と、奈良時代にはおよそ 16万人、人口増加率を先に示したように、1.11倍／100 年とすると、西暦

250 年ごろの人口は、およそ８万人（16 万÷（1.11の 6.77 乗＝2.03）＝7.9）となります。 

 このように、種々の視点から計算しても、卑弥呼女王国の人口は、十～十二万人程度、二万戸となる

のです。 



 それでは、投馬国や邪馬台国はどこにあるかといいますと、これも前述の拙著で述べていますが、卑

弥呼の後を継いだ台与は、豊前を都とし、瀬戸内海の島々を寄港地としていた交易国家の王女で、魏の

帯方郡から派遣された張政の助けにより、筑紫国・豊国（豊前・豊後）・狗奴国(肥後・日向)を統一

し、その後大和へ遷都したと考えられます。その後、晋へ朝貢したとき（西暦 266年）に、その使節が

もたらしたもので、投馬国は統一された九州の国（投馬は投与＝豊の読み間違い）、邪馬台国は大和を

中心とする畿内・播磨・備前・備中・讃岐というかなり広い範囲の支配地と考えられます。投馬国、邪

馬台国の詳しい説明については後述します。 

もし、筑紫国が邪馬台国であり七万戸であったとすると、その密度は七万戸を 3700㎢で除して、戸口

密度は、19 戸／㎢ となります。 

 江戸時代と比べると、江戸時代初期の人口は 1200 万人くらいと考えられており（前述）、北海道・沖

縄を除いた日本列島の面積は約 29 万㎢ですので、人口密度は１㎢あたり 40 人ほどとなり、一戸五人と

すると、戸口密度は、８戸／㎢ ほどとなります。つまり、筑紫国が七万戸であったとすると、筑紫国の

戸口密度は江戸時代初期の全国平均の戸口密度の二倍以上ということになるのです。それはまた、人口約

3000 万人といわれる江戸時代末期の戸口密度（3000 万人÷５÷29 万㎢＝20.7 戸／㎢）に匹敵するので

す。まして、筑紫国の中に、奴国二万戸、投馬国五万戸、邪馬台国七万戸があり、合計十五万戸、六十万

～七十万人が暮らしていたという説は、論外の戸口密度ということになります。 

 

 Ⅲ 東夷伝の国々の戸口密度 

 この卑弥呼女王国の人口を、朝鮮半島の東夷伝にでてくる諸国と比較して見てみます。各国の面積につ

いては、国の境界がよくわからないところもあるのですが、「国境は原則的に、分水嶺を為す山脈で区切

られる」と考え、図４のような国境を設定しました。つまり、高句麗は鴨緑江流域（最下流百キロメート

ルを除く）、馬韓は、北は漢江流域・南は錦江流域、辰弁韓は洛東江流域とその東の日本海沿岸地方（倭

と考えられる半島の南沿岸幅三十キロメートルを除く）、濊は日本海側の半島付け根の咸興市あたりから

半島半ばくらいの領域、東沃祖は咸興より北の日本海沿岸豆満江手前まで、としました。また扶余は黒竜

江の支流である松花江流域（現吉林省＋黒龍江省の６０％＋内モンゴル自治区の２０％）としました。 

 その面積から「東夷伝」に記されている戸数からその戸口密度を計算したものを表１に示しています。 

 表１より明らかなように、奴国をかつて甕棺墓制のあった福岡平野、筑後平野、佐賀平野にまたがる領

域と考えても、他の地域、とくに「東夷伝」に記された大陸の諸国と戸口の密度を比較した場合、なお奴

国が戸数密度の非常に高い地域となっていることがわかります。半島で密度の高い馬韓に対しても三倍

強の密度です。これは、筑紫国は平地の割合が大きいこと、たとえば、日本全国で見たとき、日本全国の

面積に対して平地（簡易的に農地＋宅地＋道路とします）の割合が、20％ほどなのに対し、福岡・佐賀の

両県のそれは 40％弱と、ほぼ二倍の平地割合を有していること、九州が朝鮮半島に比べて降雨量が多い

など気候面の良さなどを考えると妥当な値だと思うのです。 

 これが、この領域に七万戸あるとすると、それは馬韓に比べてさらに三・五倍の十一倍になり、馬韓と

奴国の戸数密度の比が十倍以上ということになり、これはちょっと考えがたい数値となります。馬韓の領

域は高い山脈が無く、比較的平坦なところなのです。 

 



          表１．各国・クニの戸数・戸口密度 

国 名 面積 ㎢ 戸数 戸口密度 

戸数／㎢ 

卑弥呼女王国（筑紫国） 3700 ２万 ５・４ 

馬韓 5.9 万 １０万 １・７ 

辰弁韓 3.3 万 ４～５万 １・２～１・５ 

高句麗 5.3 万 ３万 ０・６ 

濊 1・6万 ２万 １・３ 

東沃沮 1・7万 5000 ０・３ 

扶余 ６０万 ８万 ０・１３ 

対馬 696 1000 １・４ 

壱岐 134 1000（3000 家） ７・５ 

末羅 2500 4000 １・６ 

投馬国（豊国：鹿児島県を除く九州本土） 3.2 万 ５万 １・6 

邪馬台国（畿内・播磨・吉備・讃岐） 1.9 万 ７万 ３・7 

全国 29 万 50～60 万 １・７～２・１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅳ 投馬国五万戸・邪馬台国七万戸 

 投馬国と邪馬台国は『魏志』倭人伝に「南、投馬国水行二十日、南邪馬台国水行十日陸行一月」と記さ

れています。この文より前の行程に関する記事はすべて里で表され、ここの部分だけが日数で表されてい

ます。私は考察の前提として「陳寿は宮殿などにある史料をもとにして記述した」と考えています。です

から、この文は、それ以前の里数で表されている文とは違う史料だと判断しました。文の構成（「行き先」

図４．三世紀朝鮮半島の国々 

辰韓 

馬韓 

濊 

高句麗 

倭 

弁韓 

高句麗 3万戸 

辰弁韓４～５万戸 
馬韓 10万戸 

奴国２万戸 

投馬国５万戸 

邪馬台国７万戸 

図５．「魏志東夷伝」にみる各国の戸数 



と「行程」の順序）も違います。そして、里数でなく日数で表されているということは倭人からもたらさ

れた情報だと判断しました。『隋書』に「夷人（倭人を指す）は里数を知らず」とあるからです。『魏志』倭

人伝には、この行程の出発点が記されていませんが、この文が独立した文であるならば、その出発点は帯方郡

である、と考えることができます。陳寿は邪馬台国を卑弥呼の都、つまり女王国の都と考えて、帯方郡から狗

邪韓国の中の小国投馬国を経由して末羅（松浦）に着き、女王国までの里数で示された行程にかかる時間を日

数で表したと考えたのだと思います。つまり帯方郡から狗邪韓国まで七千里を水行二十日（一日当たり３５０

里、約１５０ｋｍ）、狗邪韓国から末羅まで三千里を水行十日（一日当たり３００里、約１２０ｋｍ）、末羅か

ら女王国の都まで二千里を陸行で一カ月（一日当たり約６７里、約２７ｋｍ）と考えたのだと推測しました。

水行一日当たり３００～３５０里は長いですが昼夜通して交替で船を動かすとすれば不可能ではないと考え

たのでしょう。しかし、もとの倭人からの情報は「南投与国水行二十日、東邪馬台国水行十日、陸行一日」だ

ったと思っています。つまり、帯方郡から南をめざし、投馬国（豊前国）まで水行二十日（この間の実行程は

約１３００ｋｍ、一日当たり６５ｋｍ）、豊前国から大阪まで水行十日（この間約４５０ｋｍ、一日当たり４

５ｋｍ）、陸行一日は大阪から奈良までです。 

それを陳寿は、南「投馬国」は「投与国」の「与」が行書体で書かれていたため「馬」と間違えたもの（「与」

と「馬」の行書体は似たものがあります）、「南邪馬台国」は邪馬台国を里数で示された女王国と思いこんだた

め、「東」は間違いと思ってしまったもの、「陸行一カ月」も、末盧から女王国まで二千里ということから「一

日」ではなく「一カ月」だと考えたもの（「日」と「月」は乱暴に書くとどちらかわからなくなります）だと推

測されます。 

 投馬国は、台与と張政がまとめた豊前国・豊後国・筑紫国・肥前国・肥後国・日向国つまり現在の福岡

県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県としました。 

 この経緯は、拙著（前述）に記していますが、概要をここで述べておきます。 

 卑弥呼の使いが帯方郡に赴き、狗奴国との抗争を告げ、帯方郡から派遣された張政は、身分は低いが軍師と

しての知略にとんだ若者だったと考えられます。 

 張政に命ぜられた課題は、倭国の統一、つまり、狗奴国（肥後・日向を領有）を降伏させ合併吸収すること

だったと考えられます。来倭した張政は、まず、これまでの敗戦の責任を卑弥呼に問い、女王の地位を更迭し、

死罪を申しつけました。そののち、自国女王国（筑紫国）を強大にするため、東に位置する隣国の豊国との合

併を目論み、豊国王を合併後の王に迎えようとしましたが、筑紫国の豪族たちの反発を買い、内乱を起こして

しまいました。そこで、豊国王女・台与を卑弥呼の宗女、つまりシンボル的王（祭祀王）として迎え、実際の

政務は筑紫国の豪族（小国王）と豊国王との合議で行うこととしたのです。このようにして、自国を狗奴国に

対して圧倒的に強大な国にしたのち、狗奴国に降伏を持ちかけました。降伏条件は、日向国の豊国への割譲、

将軍クコチヒコの国外追放、そして本拠である肥後国は安堵、です。狗奴国はこの条件をのみ、降伏し、戦争

をすることなく倭国の統一がなったのです。 

 この筋書きは、『古事記』『日本書紀』から推定したものです。つまり、卑弥呼は天岩戸事件の前の天照大（御）

神、台与は天岩戸事件後の天照大神および神功皇后、天岩戸事件は卑弥呼の死を表しています。そして、卑弥

呼の後に立った男王は仲哀天皇、狗奴国の官クコチヒコはスサノオノミコト、張政はタカミムスビ神および住

吉神として登場します。日向国割譲は「千座の置き戸」です。国の歴史書をつくるとき、大和の地に王権を樹

立した時期を紀元前七世紀という真実からかけ離れた大昔に設定しようとしたため、それ以前の九州での出来

事は神話という形にしたのです。そして、実際に台与が活躍した三世紀に神功皇后として再登場させたのです。



割譲された日向の統治に向かったのが豊国皇子（のちの神武天皇）で天孫降臨の話となり、そののち台与の命

令で大和の地に都を遷すための先陣として派遣され、初代天皇として君臨した（政務を行なった）ということ

になります。台与（神功皇后）はその後、大和へ移動し祭祀王として君臨したということになるのです。「記

紀」においては、応神天皇以後が実際の祭祀王を兼ねる天皇の歴史、仲哀より前の人物は建国当初の実際に政

治を行なった政務王たちを一人平均 60 年という在位期間で、時間的に縦に並べ、紀元前七世紀からの歴史物

語を創作したと考えています。皇室外の人たちから見れば、実際に政治をおこなった政務王たちの記憶がある

一方、台与のような皇室内で祭祀を行なう人たちは世間に知られず、祭政兼務の天皇が出てきてはじめて認識

されたのだと思っています。 

 さて、澤田吾一氏（前述書）の平安時代の人口推計（表２）において、投馬国の 927 年頃の人口は、約

63 万人（筑前・筑後・肥前の人口は前述、豊前 73450人、豊後 84950人、肥後 181750 人、日向 45750

人）となり、人口増加率を 1.11 倍／100 年とすると、西暦 250 年ころの人口は、31 万人余（632750÷

2.03＝311700）となります。一戸五～六人とすれば、投馬国の戸数は 5.2～6.2 万戸、となり、『魏志』倭

人伝に記された戸数五万戸に近い戸数になります。『魏志』倭人伝に、一、二、三、五、七の数字が多い

のは、概数として好んで使われた数字だと思っています。たとえば、数百人の群集の人数を把握するの

に、二百、三百、五百、七百、千人の中から選ぶとしたら、たいていの人は即座に答えられるのではない

でしょうか。つまり、二、三割の誤差を認めればよいのです。もう少し詳しく分かった時には四千戸など

と表せばよいと当時の人は考えていたのだと思っています。 

邪馬台国は、台与が東遷した後の支配地と考え、大和地方一帯、つまり奈良県・大阪府・京都府、兵庫

県、岡山県、香川県といった地域と仮定してみます。邪馬台国の範囲に岡山県（吉備地方）や香川県（讃

岐国）までを入れているのは、古墳時代の初期に、前方後円墳が吉備地方の楯築墳丘墓を原型にしている

とみられるなど瀬戸内海東部の文化を色濃く導入しているとみられるからです（寺沢薫『日本の歴史 02 

王権誕生』講談社、2000 年）。 

 邪馬台国の平安時代の人口は、約 92 万人（畿内〈山城・大和・河内・和泉・摂津〉463600 人、播磨

145650 人、備前 114350 人、備中 89950 人、讃岐 106200 人）であり、同様な計算をすると、西暦 250

年ころの人口は、45.3 万人（919750÷2.03＝453079）となり、一戸五～六人とすれば、7.6 万～9.1万戸

となります。しかし、この値は、台与が都を畿内に遷した時に比べて、平安時代は畿内が都として人口が

集中したと考えられるので、畿内のこの間の人口増加率が 2.03 倍ではなくて、仮にその３割増、つまり

2.64 倍であったとして再度計算すると、西暦 250 年頃の人口は 40.03 万人となり、一戸五～六人とする

と、6.67～8.0万戸となり、これはまた『魏志』倭人伝に記された七万戸に近い戸数になるのです。人口

がそれぞれ五万戸、七万戸というのは女王国二万戸に対してどのような状況になるのか、試みにその支配

面積から戸数の密度を出してみることにします。投馬国はおよそ 3.3 万㎢、邪馬台国はおよそ 1.9 万㎢と

見積もられます。 

戸口密度は１㎢あたり、女王国は 5.4 戸（前述）、投馬国は 1.6 戸、邪馬台国は 3.7 戸となり、女王国

は二万戸と見積もっても他地方に比べて人口密度が高いことになります。また邪馬台国は、その領地を、

畿内を中心として瀬戸内海東部まで広げても、なお戸口密度が高いことがわかります。 

 

 



Ⅴ 対馬・壱岐・末羅の戸口密度 

 また対馬、壱岐、末羅の戸口と比較してみると、対馬の面積は 696 ㎢、壱岐のそれは 134 ㎢、末羅の

面積は、佐賀県の西半分＋長崎県の九州本土の北半分と考えると約 2500 ㎢、対馬の戸数は千戸なので、

その密度は 1.4戸／㎢となり、壱岐は三千の家とあるので、吉野ケ里遺跡の場合と同じく一戸に三棟つま

り三家と考えると、三千を三で除して約千戸ということになります。したがって壱岐の戸数の密度は 7.5

戸／㎢となります。対馬と壱岐は、『魏志』倭人伝に、「耕作地少なく、食糧不足なので南北と交易して補

っている」とあるので、少ない耕作地ながら多くの人口を擁していたと考えられ、この戸口密度はそれを

裏づけているようにみえます。壱岐は内陸も比較的平坦な地形で内部には耕地にできるところの割合が

かなり大きい（現在、壱岐の平地〔農地＋宅地＋道路〕の割合は 38％）ということを考慮すると、密度

が奴国と同様に大きくなることは、妥当なところとみなされます。また内陸部に耕地のほとんど得られな

い対馬は壱岐の五分の一という戸密度も納得のいくところです。また、末羅は四千戸なので、その密度は

1.6 戸／㎢となります。 

  

Ⅵ むすび 

 以上のように、卑弥呼女王国の領域を、かつて弥生時代前期から中期にかけて甕棺墓制のあった筑紫地

方（福岡平野・筑後平野・佐賀平野）と考え、その人口は二万戸と考えると、他の諸国との比較において、

なお、三倍程度の高い戸口密度が得られ、栄えていたことがわかります。そして、投馬国、邪馬台国を九

州北半分、関西と想定することも、その他の国々との比較において、戸口密度がきわめて妥当な値となる

のです。筑紫地方に投馬国や邪馬台国を入れることは、戸数面（人口面）から考えると、とても説明がつ

かない数値となることを示しているのです。 

 『魏志』倭人伝の「奴国二万戸」は、一、二世紀の倭奴国の時代の記事だと思われますが、この時代は、

人口増加率は非常に低く百年間つまり一世紀で一割程度増加するだけです。それに二世紀末に「倭国乱れ

る」とあり、戦争や飢饉があったとすると、卑弥呼が女王として君臨した三世紀前半も筑紫国は二万戸か

らあまり変動はなかったのではないかと思われます。つまり、卑弥呼の女王国は二万戸、十～十二万人の

国であったと考えられるのです。 

 また、卑弥呼女王国が二万戸と明らかになったことから、このことは、「邪馬台国は大和の国」である

こと、「奴国」は一～二世紀の「倭奴国王」の金印を下賜された「奴国」であり、その支配地域は卑弥呼

と同じのちの「筑紫国の領域」であること、の有力な裏付けとなったのではないかと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 参照 

表２．澤田吾一氏による全国各国の人口推定値（延長 5 年〔927〕ごろの値） 

（安本美典『邪馬台国人口論』柏書房より） 

畿内 

国名 山城 大和 河内 和泉 摂津 計 

推定人口（千人） 99.6 130.3 94.2 26.7 112.8 463.6 

山陰道 

国名 丹波 丹後 但馬 因幡 伯耆 出雲 石見 隠岐 計 

推定人口 87.4 49.95 95.6 94.6 77.6 82.1 47.55 8.8 543.6 

山陽道 

国名 播磨 美作 備前 備中 備後 安芸 周防 長門 計 

推定人口 145.65 98.45 114.35 89.95 72.9 65.6 58.95 40.75 686.6 

南海道 

国名 紀伊 淡路 阿波 讃岐 伊予 土佐 計 

推定人口 55.15 13.6 66.95 106.2 101.1 60.7 403.7 

西海道 

国名 筑前 筑後 肥前 肥後 豊前 豊後 日向 大隅 薩摩 壱岐 対馬 計 

推定人口 89.15 74.3 83.4 181.75 73.45 84.95 45.75 24.75 22.95 10.0 7.0 697.45 

東海道 

国名 伊賀 伊勢 志摩 尾張 三河 遠江 駿河 伊豆 甲斐 

推定人口 37.3 108.8 6.5 55.4 56.0 90.8 75.5 21.0 68.7 

 

相模 武蔵 安房 上総 下総 常陸 計 

102.0 130.9 40.2 125.8 120.6 216.9 1256.4 

北陸道 

国名 若狭 越前 加賀 能登 越中 越後 佐渡 計 

推定人口 28.3 120.8 80.6 45.3 98.7 97.9 20.2 491.8 

東山道 

国名 近江 美濃 飛騨 信濃 上野 下野 陸奥 出羽 計 

推定人口 141.9 103.4 12.5 105.1 104.2 102.7 186.0 102.6 858.4 

全国：推定人口 5401.55 千人、 

 


