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Abstract
I will briefly describe the history of Japanese facial skeletons before describing that of Japanese beauties. Japanese fa-

cial skeletons significantly changed with a diet shift from animal protein by mobile hunting and gathering to plant protein by 
sedentary agriculture probably around the 3rd century BC. In addition, Japanese facial features were diversified because dif-
ferent races immigrated from the north and the south to this vertically long country, and were mixed together. As far as wom-
en’s faces are concerned, the first painting of female faces in Japan is a mural of beautiful women from Takamatsuzuka Tomb 
painted allegedly around the late 7th to 8th century. Japanese female faces in ancient times can be seen only in portraits and 
sculptures, which were commissioned by rich men. It may be said that the Japanese standards of beautiful faces were estab-
lished by upper-class people in those times. Around the 17th century, Ukiyo-e artists began painting “Bijin-ga”, or pictures 
of beautiful women who were popular among ordinary people rather than rich people. In addition, since photography was 
introduced into Japan in the late 19th century, the standards of beautiful faces in Japan significantly changed according to 
the facial preference of ordinary people. I will discuss the history of standards of beautiful female faces in the period shifting 
from painted portraits to photographed portraits in Japan.
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1. は じ め に

日本における美人の変遷を述べる前に古くからの解剖
学的な頭蓋骨形態と脳の容量における変化を知っておく
必要がある。

2. 猿人から新人類までの脳容積変化による頭蓋骨の変
化

Fig. 1で分かるように猿人は250万年前脳容量は600～ 
700 ccで頭蓋自体も縦長で頭部は小型であったが，原人
は59万年前で900～1,000 ccと少し大きくなり頭蓋骨は
後頭部が広くなってきた 1, 2）。
さらに旧人は15万年前1,300～1,400 ccと新人類にほぼ
近くなり，顔貌も脳容積が増大したために前額部，頭頂
部が拡張され現代の顔に近くなってきた。新人は3万年
前で1,350 ccの脳が収まる形態の頭蓋骨となり，ほぼ現代
の人間の顔に近く前額部が前方に突出し丸みが出ている。

3. 縄文時代と弥生時代の比較

次に採取食物による日本の縄文時代と弥生時代の顔貌
の変化を見ると，紀元前1万4,000年頃から紀元前4世
紀頃とされる縄文式時代は狩猟生活をし，常に移動生活
をしていたので食生活は動物性タンパク質を主体に摂取
していた関係上，顔の骨の生育が良いため西洋人のよう
に彫りが深いのが特徴である 3）（Fig. 2）。
一方，弥生式時代は紀元前3世紀から紀元後3世紀ま
でで，稲作による定住生活であるので稲作主体の植物性
タンパク質が多く，骨の生育が悪く扁平な顔であった。

2019年5月13日の THE SANKEI NEWSによると「縄
文人の遺伝子は肉食向きゲノム解析で狩猟生活裏付
け」4）（Fig. 3）との記事があり，この写真は北海道礼文島
の船舶遺跡から発掘した女性の頭蓋骨を国立科学博物館
のチームが発掘し歯から採取した DNAを分析して再現
した顔である。この再現された3,500～3,800年前の縄文
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