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女子大生による顔のイメージ評価
伊佐治せつ子 *

Image Evaluation of the Face by Women s College Students
Setsuko ISAJI*
Abstract
This research tried to ﬁnd out what kinds of factors there are when women s college students evaluated a beautiful
face. We supposed that an image of a face was greatly inﬂuenced by the details of the face, for instance, the shape of eyes,
nose, and mouth, the size of cheekbones and the outline of the face. In 2009, Mr. Kang Lee et al. in University of Toronto of
Canada announced the beauty s golden ratio for a white woman. The ratio showed that the length between eyes and mouth
was 36% of the distance from hairline to jaw, and the width between left and right pupil was 46% of the distance from left
to right ear. On the other hand, Naemura and Harashima laboratory in University of Tokyo created a programing tool of an
average face (1999.2 published). Mr. Harashima et al. showed that if the faces in a certain speciﬁc group were averaged the
individual faces were denied and the feature of the group s faces appeared. Then, we made the average faces for women s
beautiful faces, ugly faces and men s handsome faces using Harashima s programing tool. About 200 young women s college students evaluated images of the average faces in order to carry out following the researches. 1) What are the features
of the women s beautiful faces evaluated by women s college students? We showed a boundary between a beautiful face
and an ugly face and the main features for the women s beautiful face. 2) What are the features of the men s good looks
( IKEMEN ) evaluated by women s college students? We found out some factors of the men s good looks using the SD
method and factor analysis and we showed that those factors varied at different periods. Furthermore, we showed the feature
of the latest men s good looks.
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1.

顔やブサイクな顔，イケメンな顔の印象はどこからくる

はじめに

のかという疑問を明らかにするために顔のイメージ調査

私たち人間の顔立ちは一人一人違った特徴を持って

を行った。イメージ評価を行う顔の試料作成に当たって

いる。外見的には目や鼻，口の形や大きさ，頬骨の高

は，東京大学の旧原島・苗村研究室が作成した平均顔作

さ，顔全体の形など具体的な部分の見え方が大きく影響

（1999.2 公開）を使用した。原島氏による
成のツール 2）

していると考えられる。2009 年，カナダのトロント大

とある特定の集団からの顔を集めて平均化すると互いの

学の Kang Lee 氏らは美女の「黄金比」を発表した 。こ

個性を打ち消しあって集団としての特徴が出てくるとい

れは白人女性の最も美しい顔について縦方向と横方向の

うことである。そこで，若い女性がキレイ顔やブサイク

比率を求めたものである。すなわち，顔のタテ軸方向は

顔，また，イケメンと評価する平均顔を作成して，若い

目と口の垂直距離が生え際からあごまでの 36% で，ヨ

男女のキレイ顔，および，イケメン顔の特徴を捉えるこ

コ軸方向は瞳と瞳の水平距離が耳と耳の距離までの 46%

とを試みた。

1）

であるとき，最も魅力的な顔となり，このタテ・ヨコの
比率が黄金比であると提唱した。一方，私たちが他人と

2.

女子大生が考える キレイ な顔の要因とは？

初めて会ったときに感じる顔の印象は，詳細な部分を見

女子大生が考える キレイ な顔と ブサイク な顔の

ているのではなく，顔全体からくるイメージを捉えてい

境界を調査し，キレイな顔の要因を見いだすことを目的

るのではないかと思われる。若い女性が感じるきれいな

とした。方法は，まず，近年のさまざまなメディアに見
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