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ブレイズやコーンロウなど、今では⽇

本でもファッションスタイルの⼀部と

して受け⼊れられるようになりました

が、まだまだブレイディングの深い歴

史は広く知られていないのが事実。

黒⼈⽂化を語る上でなくてはならない

ブレイディングですが、⽇本では若者

向けのヘアスタイルと思われたり、不

良が好むものという固定観念を持たれ

ることが多く、髪を編むことが髪をま

とめるために必須となる黒⼈や黒⼈の

ミックスの⽅達にとって差別を深刻化

させる悩ましいステレオタイプ問題で

す。髪の⽑を編むという⾏為は、歴史

が深く、アートでもあり、⽂化でもあ

ることはあまり知られていません。

⼈類の故郷といわれるアフリカ。⼤陸

は世界地図で⾒るよりも膨⼤で、実は

アフリカ⼤陸に、⽶国、中国、⽇本、

東ヨーロッパなどがスッポリ⼊ってし

まうくらいの⼤きさ。アフリカは地球

上で最も遺伝的に多様な⼤陸なんで

す。”フレンチブレイズ”と⾔われる三
つ編みが描かれた6000年前の最古の
遺物もアルジェリアで⾒つかっていま

す。

ブレイディングの

歴史は6000年!?
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ブレイディ
ングは⾃由

⾃在

ステレオタイプを

覆す!

髪を編むこと＝イカつい、ラッパー、ダ

ンサーなどと思われますが、ブレイディ

ングスタイルは本来は多⽤途でフレキシ

ブル。アジアに住む黒⼈やミックスの中

には、髪を編むと怖がられるし、遊び⼈

と思われるから編みたくないという⼈も

実は多いんです。でも、髪を編むことは

⽂化的意味だけではなく、髪を簡単にま

とめられたり、センシティブなカーリー

ヘアを外的刺激から守ることでもありま

す。技術者にクリエイティビティとテク

ニックさえあれば、グラマラスにも、キ

ュートにも、ハンサムにも⾃由⾃在に変

わるのがブレイディングヘアなのです。

ブレイディングに対して、ステレ

オタイプな考えを持たれているの

は⽇本だけではありません。アメ

リカでも学校や職場で髪を編むこ

とが受けいられるようになったの

はここ数年の話。様々なヘアブレ

イディングスタイルを世の中に紹

介することで、少しずつステレオ

タイプが覆されていくはず。
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今回2回⽬に開催されたヘアブレイ
ディングアートフォトコンペティシ

ョン。初回はルールなどは少なく、

なるべく多くの⼈が参加できる設定

にしました。今回は、第1回⽬開催
時の反省を元に、プロ部⾨ではモデ

ルを黒⼈系にすることをルールに追

加。フォトコンペティションでは、

⾒る⼈のブレイディングに対する印

象を変えることもそうですが、ブレ

イディングをする側のプロフェッシ

ョナルの意識を⾼めること、そして

より多くの美容師達が俗にいう”ブ
ラックヘア”に興味を持ってもらう
ことが⽬的だった為、黒⼈特有のヘ

アテクスチャーを上⼿く扱えること

が必須だと考えました。⽇本⼈が髪

を編むこと（プロもお客さまも）

は、⽂化の盗⽤なのではないかとい

う⼈も多いのが事実。でも、グロー

バル化が進む中で、どのような髪質

にも対応することが出来るプロフェ

ッショナルが増えることも⼤切です

し、まだ髪を編むという⾏為が⼀般

的でない⽇本で、歴史的な意味や⽂

化的な意味を理解した上でブレイデ

ィングスタイルを楽しむ⽇本⼈が増

えることで、イメージが変わり⽇本

に住む黒⼈もミックスの⼈も堂々と

髪を編んで学校や職場に⾏くことが

出来るのではないかと考えます。

今年のテーマは、SoILとRhYTHM。プロ部⾨
に加え、オープン部⾨を⽤意しました。

Changing society through Art!

ヘ ア ブ レ イ デ ィ ン グ ア ー ト フ ォ ト コ ン ペ テ ィ シ ョ ン
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MATTHEW JORDAN 
SMITH

LOHIFA

カナダで⼤活躍しているヘア

ーアーティストのロヒファ。

オンタリオ州ハミルトンとい

う場所でLoDidThatというヘ
アスタジオを経営していて、

スタジオでは、ユニークなヘ

アスタイルを提供していま

す。

近隣地域の⼈たちを元気づ

け、幸せを広げることが彼⼥

のミッション。

ニューヨーク・ブルックリン

出⾝で現在は東京を拠点に、

ニューヨークとロサンジェル

スで活動するフォトグラファ

ーでNikonアンバサダー。
2021年には、東京オリンピ
ックの選⼿村で専属フォトグ

ラファーとしても活躍し、現

在までに３冊の写真集を出

版。ゼンデイヤやサミュエ

ル・L・ジャクソン、オプ
ラ、タイラ・バンクス、モナ

コ公国の皇⼦など、世界のセ

レブリティーを彼のレンズで

納めている。
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JONATHAN

RAIMU
KAMINASHI

ガーナ出⾝で、現在東京を拠

点として活動するフォトグラ

ファー兼クリエイティブ・コ

ンサルタント。アフリカにい

るクリエイティブ達を助ける

NGOに勤め、現時点で400⼈
以上のクリエイティブ・アー

ティストをサポートしてきた

経験もある。

 

⽇本とナイジェリアのミックス。⼤

学在学中、雑誌『Glitter』専属モデル
としてモデルデビューを果たしPUMA
やASICSなどのキャンペーン広告に
起⽤された。2020年にはミスユニバ
ース ジャパン⼤会で準グランプリと
なる。SONYやCANNONのプロモー
ションムービー、またLEXUS・

UNIQLOのTVCMなど多くの広告で活
躍する。後にNetflix “Up shows”のメ
インキャストととして声優を務めた

ことをきっかけに2022年から⼥優と
してのキャリアを本格的にスタート

する。
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FINALIST 
Best Concept賞
オープン部⾨

テーマ：いちごミルク
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FINALIST 
Best Concept賞
オープン部⾨

テーマ：Suneset Sea
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FINALIST 
プロ部⾨

テーマ：SOIL

12



FINALIST 
プロ部⾨

テーマ：SOIL

13



FINALIST 
オープン部⾨

テーマ：SELF LOVE
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FINALIST 
プロ部⾨

テーマ：SOIL
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FINALIST 
プロ部⾨

テーマ：RHYTHM
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2回⽬の開催となったHair
Braiding Art Photo Competition.2
回の延⻑がありましたが、素敵な

作品を応募していただきありがと

うございました！今回は前回より

も、協⼒してくれた審査も増え、

髪型のスタイルだけではなく、写

真の質、メッセージ性、モデル⼒

など⾊々な側⾯から審査を⾏った

ため、グランプリ、準グランプリ

に満たす総合点に達した作品は残

念ながらありませんでしたが、審

査員からコンセプト⾯で特に評価

が⾼かった作品が特別賞として、

2作品選ばれました。ブレイディ
ングヘアーは、⽇本では特殊ヘア

やブラックヘアと⾔われ、”こう
いうスタイルでないとダメ！＂と

髪を編んで貰う側も、編む側も固

定観念を持たれていることが多い

と思います。ベストコンセプト賞

に選ばれた２つの作品は、ブレイ

ディングスタイルを使って、

新しい世界観を表現できていること

が、審査員からコンセプトの⾯で⾼

評価だった理由です。オリジナリテ

ィーを持って、もっとフレキシブル

に型にとらわれず、もっとブレイデ

ィングが好まれるようになったら嬉

しいですし、プロフェッショナルの

⽅たちにも、もっともっと編みの深

さの虜になって、新しいスタイルを

提案し続けてもらえたらと思いま

す！海外の⼈の中には、アジアで髪

を編んでいるという⾏為をよく思わ

ない⼈もいることが事実ですが、こ

のようなフォトコンを通して、少し

ずつでもブレイディングがアート、

⽂化、そして必要不可⽋として受け

⼊れられるようになってほしいと私

は思っています！

Wrapping Up !
TONEZ MAGAZINE
VOL.003

By Aisha NajiNde
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