
Reading a  Plan of  the House
幸運間取りチェックシート

第2章 

心地よい住まいを選ぶためには、まず、図面の良し悪しを判断
できる力を身につけることです。建築の専門的なことがわから
なくても、氣の流れが読めると、良い間取りもわかります。 

　琉球風水で、氣の流れを図面から読みとることができ
ると、その家が住み心地が良いか、悪いかがわかりま
す。氣の流れとは目には見えないかもしれません。しか
し、光や風、水の流れを想像して下さい。直射日光は眩
しいですが、太陽と人の間に木が入ると、木漏れ日にな
り心地よくなりますよね。光の氣の流れが変わるからで
す。新しく建物が立てば、その土地の風の流れが変わり
ます。川の水は、川の形に沿って流れていきます。 
　自然界の氣の流れとは、「氣」の周辺に存在するもの
の形によって作り出されています。自然界の法則に従
い、周辺に存在するものの形から氣の流れを読み取るの
が琉球風水です。家の中には、ドアや窓、壁や家具があ
り、私達は「住まいの形」の中で生活しています。形に
よって氣の流れが作られるので、間取り図から住まいの
形を見れば、その家の氣の流れがわかるのです。 
　自然界と同じように、直射日光ような強い氣が当たる
と私達は快適とは感じません。同じように、家の中にも
氣が強く当たるところがあれば、私達は住み心地が悪い
と感じます。住み始めてから「こんなはずじゃなかっ
た」と後悔しないよう、家を買う前に氣の流れを読み取
る力をつけて下さい。風水の四神相応の考え方の軸があ
れば、あなたも氣の流れを読み取ることができます。 

買ってはいけない家は 
間取り図を見ればわかる
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Happiness

　日本の住宅では、「家具をどのように配置する
か」まで配慮されて設計されている家はまずあり
ません。建築士がワンストップで設計するケース
がほとんどであり、インテリアの専門家が設計に
関わることは稀です。建築的な視点で、住宅の向
きや配置、光や風に配慮した設計になっても、イ
ンテリア的な視点で家具配置まで作り込まれてい
ることはほとんどありません。 
　「床面積レベルで家具が置けるスペースが確保
されていれば良し」とされているようです。心の
安全が満たされる家具レイアウトの判断基準が、
建築業界にはないようです。なので。専門家に
100％依存した家造りをしてしまうと、「快適に
家具が置けない事件」が多発するのです。日本で
は、人が無意識レベルで安心感をえることができ
る空間づくりの方法論が、確立されていません。 
　家造りを成功させる８割の要素は、設計会社を
選ぶ前、家を購入する前の準備段階で決まりま
す。風水師の私の元へは、設計会社が決まってか
ら、間取り設計が始まってから、家を購入してか
ら、家具を購入してからいらっしゃる方が多いの
が現状です。しかし、トラブルが起きている場 

合、原因は、家造りにおける１つ前の段階で起き
ていることがほとんどです。 
　住み始めてから起きる、家事動線が悪い、家具
が置けないという事件は、建築アウトライン設計
や間取り設計に原因があります。トラブルを認識
してからでは、手遅れです。なぜなら、住宅とは
形あるものであり、形を変えたいのならば、建て
直す、大幅にリフォームする、引っ越すという選
択肢になるからです。なので、住み始めてから
「こんなはずではなかった」と後悔する前に、
しっかり準備をしていただければと思います。最
適からされた家具のレイアウトを事前にイメージ
できれば、家選びの失敗の8割は防げます。 
　本書では、現場で本当にあった住まいの事件簿
をシェアします。あなたの新居を選ぶ際に、お役
立ていただければ幸いです。 

無意識レベルで安心感のある家に

健康になる家づくりは、予防医学に同じ。未
然に予防できればトラブルは回避できる

宇宙の本質

Lily’s  Eyes

「幸せ」は科学で証明できる時代
　買ってはいけない家は、間取り図から氣の流れ
を見て判断できます。氣の流れの良い空間で過ご
すメリットは、無意識レベルで心地よいこと。人
間の脳は「心地よい」と感じると、幸福ホルモン
のセロトニンを分泌します。風水思想を建築・イ
ンテリア設計に生かせば、無意識レベルで脳が喜
ぶ科学的に幸せになる空間をデザインできます。 
　東洋の風水思想による建築・インテリア設計の
考え方は、その多くのことが西洋の科学的視点で
も解釈できます。科学で解説できると、説得力が 
出て再現性が高まります。風水思想は自然界の原
理原則。さまざな領域に適用できます。 

　間取り設計や家具レイアウト設計で、心地よさ
の判断基準となる氣の流れの法則は、人間工学か
らも説明できます。人間ができる限り自然な動き
で、効率的に生活ができるようにデザインするの
が人間工学です。事故が起きやすい危険な環境を
避け、安心安全な場をつくるための方法論です。
風水の氣の流れの法則も本質的な考え方は同じで
す。心と体の健康に継続的に働きかけます。 
　心地よい氣の流れを図面から読み取れるメリッ
トは偉大です。そのスキルがあれば、科学的な視
点でに幸せになる間取りかどうかを見分けること
できます。 左図には、人に対する氣の流れの良
し悪しを判断するための基本的なイメージを描き
ました。座る位置、眠る位置へ流れ込む氣の流れ
が悪い家は、購入を見送る判断ができます。 
　購入を検討している間取りは、二段階でチェッ 
クします。１）「部分」から間取りを見て、２）
「全体」から間取りを見ます。体験入学では、一
段階目の「部分」から間取りを見て、判断する方
法をお伝えします。

心地よさの判断基準
座る位置の斜め前方から緩やかな氣が流れてくる位置に椅子
を配置できる家は、心地よく暮らすことができます。

良い氣の流れ

座る位置の背後、又は、真正面から直線的な速い氣が当たる
位置にしか椅子がおけない家は購入しないほうが無難です。 

悪い氣の流れ

氣の流れから得られる幸福感

正面から直進して 
くる速い氣の流れ

背後から直進して 
くる速い氣の流れ

氣が留まらず、散ってしまうため、 
落ち着かない。安心感がなく不安になる。

重要ポイント 
・氣の流れるラインの形 
・氣の流れる速さ 
・氣が止まる場所の確保 
・衰退した氣は少しずつ排出

玄武
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　本章では、四神相応を軸にした家具配置の法則
を紹介します。四神相応の法則を使えると大きな
メリットがあります。家具配置で心地よい氣の流
れを再現性高く作り出すことができるからです。 
　家具の最適な配置は、その住宅がもともともっ
ているフレームの形で決まります。よって、買っ
てはいけない家の特徴の一つは、「家具が理想的
な配置で置くことができない」ことです。 
　一方、理想的な家具配置の法則がわかれば、快
適に住まうことができる住宅のフレームの形をイ
メージすることができます。イメージができれ
ば、自信をもって住宅の購入を決定できます。 
　四神相応の家具配置では、氣が穏やかに流れ、
守られた安心感があります。アメリカの心理学
者、ウィリアム・マズローが考案した欲求五段階
説によると、人の安全に対する欲求は下から二番
目です。風水師の仕事をしていると、現代住宅は
「物質的な安全基準はクリアしていても、心の安
全基準は満たされていない」と感じます。 
　本章のチェックリストに従い、あなたのお住ま
いをチェックする時、「うちは風水が悪い」とネ
ガティブに捉えないで下さい。「よく眠れなかっ 

た」「仕事に集中できなかった」「家族が集まら
なかった」理由が、住環境にあったことに気づく
ことができれば、何かしら対策が打てます。 
　「心地よさ」「心地悪さ」というのは、目には
見えず感覚でとらえるもの。感じることはできて
も理由がよくわかりません。しかし、心地悪さの
原因がわかれば、悶々とした気持ちを終わらせる
ことができます。四神相応の法則を、生活の質を
高めるツールとして、あなたにとって大切な空間
を作るために、是非お役立てて下さい。 
　現代の日本で生まれ育った方のほとんどは、四
神相応の考え方が現代の住まいに応用できるな
ど、想像すらつかないかもしれません。しかし、
このシンプルな宇宙の原理原則により、これまで
解決策がわからなかった住まいのお悩みが、すっ
きり解決するかもしれません。 

Four Gods

自信をもって家を購入できる幸せLily’s  Eyes

ω宇宙の本質的な考え方は、基本的に全て入れ
子構造になっている。

宇宙の本質

自然と人が調和しながら共存する
　氣の流れを読む法則は、風水の四神相応の考え
方にあります。四神相応の地とは地勢から氣の流
れを見る形勢派風水の基本形。龍が穴を結ぶ、い
わゆるパワースポットの理想的地形の一つです。 
　龍穴（りゅうけつ）の四方を守る神獣を「四
神」と呼びます。四神を王座の肘掛け椅子に例え
てみましょう。人が座る場所である中心部分を龍
穴に見立て、背後が玄武、前方が朱雀、左腕が青
龍、右腕が白虎です。玄武は北、青龍は東、朱雀
は南、白虎は西を守る神と思われている方が多い
のですが、風水では本来、四神の位置は方角では
なく、地勢から見るものです。 

　四神相応の法則は入れ子構造です。王城、集
落、住宅、家具レイアウト、神棚や仏壇の最適な
配置や向きを判断できます。最も大きなスケール
の四神相応は王城の風水です。 
　その地理的条件とは、龍穴の背後に、祖山（そ
ざん）と呼ばれる氣の発生源となる生気に満ちた
高い山（玄武）があること。左腕に青龍砂という
生気旺盛な山脈が流れ、右腕に白虎砂というなだ
らかな山脈がつらなる。前方（朱雀）には、低く
て安定感のある案山と、その後ろに案山より大き
くて勢いのある朝山があり、その内側に明堂水と
いう川や湖、海などの水がある地形です。この内
側に龍穴が生じるとされています。 
　四神の内側に流れ込んだ氣は、四神に守られ、
風によって散らされることがありません。氣は水
と出会って留まり、少しずつ流れ出ていくことが
吉とされています。氣が強い風に散らされたり、
一気に流れ出ることがないよう、人の手で自然の
地形に欠けているところを補います。琉球王朝は
風水思想を軸に、集落や住宅をつくりました。 

氣の流れは読み取れる

3

宇宙の原理原則「四神相応」

四神相応の基本形

台湾　金瓜石勧済堂

背後が高く安定していることは、強い後ろ盾があることを
象徴している。左右が守られ、前方が開けているのが基本

肘掛け椅子のイメージ

背後を亀の甲羅のような固いもので守られ、左には躍動す
る龍、右にはいつでも飛び出せるように控えた白虎が守
る。前方は鳳凰が飛び立てるような開けた空間をイメージ
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Entrance
玄関

　全ての氣の入口である玄関の理想的な氣の流れ
は、琉球民家の門とヒンプンからなるS字動線 
をイメージします。入口から家の奥が見えず、プ
ライバシーが守られている状態です。直線的な氣
の流れはスピードが速く、この氣が当たると心地
悪いと感じます。場合によっては人に危険を及ぼ
します。門から玄関ドアへのアプローチ、玄関ド
アから家の奥へつながるラインは、一直線になっ
ていないか注意して見て下さい。 
　玄関ドアの目の前にトイレや浴室のドアがある
間取りを、財運が漏れる「漏財宅」と呼びます。
せっかく玄関から入ってきた氣が、住宅内を巡る 

ことなく、水と一緒に漏れ出てしまいます。この
間取りは、購入しないように。一方、玄関ドアを
入って左右どちからに鏡を設置できると、良い氣
が増幅して住宅内を巡ります。風水では、とがっ
た形状のものは「刃物」とらえ、そこから生じる
鋭い氣は人に悪い影響を与えると考えます。玄関
ドアを入ってすぐの場所に、柱や収納が飛び出て
鋭い角が向かっていないかチェックして下さい。 
　快適な暮らし方から逆算し、十分な収納スペー
スの確保を。玄関は、家族の人数分の靴と、ディ
スプレイして見せるもの以外は、収納にしまえる
スペースがあるかどうかチェックします。 

理想はS字に氣が流れるライン

1

4

★間取り図でチェック 

□玄関ドアから住宅の奥の部屋へ一直線につな
がっておらず、プライバシーが守られている 

□玄関ドアの正面から一直線上にトイレのド
ア・浴室のドアがなく、漏財宅ではない 

□玄関ドアの正面から一直線上に階段はない。
氣が上に上がらず1階に十分に巡るので安心 

□玄関ドアを入って正面、及び、玄関ホールの
対角線上（財位）に窓がなく氣がもれない 

□玄関真上にトイレはなく、玄関の上から悪い
氣が当たらないので安心 

□問題となる鬼角はなく、尖った先から生じる
怪我などの不安がなく、安全である 

□適所適量の収納があり、片付く仕組みがある

●現場でチェック 

□直感的に、おだやかな氣が流れ、心地よいと
感じる 

□光と風、自然の良いエネルギーが十分に入っ
てきている 

□正面の家の玄関ドアと自宅の玄関ドアが向か
い合ってない。プライバシーが確保されている 

□玄関の天井に梁はなく、玄関の上から悪い氣
が当たらないので安心 

□玄関ドアの正面に鏡はない。玄関から入った
氣が、跳ね返ってすぐ外に出ていかず安心 

□玄関を入って左右どちらかの壁に、家族の頭
が全て入る高さに鏡がある or 鏡を設置できる 

「鬼角」がある場合、アール
をつける、コーナーガードで
角を丸める、角の前に観葉植
物を置くなどして、鋭い氣を
和らげられればOK

鬼角（きかく） 一直線のライン

門から玄関へ、玄関ドアから住宅の奥へ一
直線につなががっていると、プライバシー
が守られず、住み心地が悪くなる。のれん
やパーテーショで仕切り、S字の氣の流れ
に改善できないか検討する

鏡は右か左に

玄関の鏡は配置と高さが
重要。鏡の前に植物や花
を映り込ませると良い氣
が増幅して家の中に入る

運勢：全体運 
人体：顔・口 

OKNG

買ってはいけない家がわかる 
幸運間取りチェックリスト
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Toilet
トイレ

　玄関から様々な氣を取り込み、住宅内に十分に
氣が巡った後、最後に衰退した不要な氣を排出す
る場がトイレです。家族の健康運に影響し、ま
た、風水では水は財を表すことから財運を司りま
す。玄関から入った財運の出て行く場所です。　 
　玄関のページでもお伝えしていますが、トイレ
の配置が悪いと財運が漏れ出ていきます。「トイ
レ・浴室のドアが玄関ドアの正面にある」「トイ
レ・浴室が住宅の中心にある」間取りは漏財宅で
す。間取り図を見る時は、一番初めにトイレの位
置をチェックします。漏財宅の場合には購入の選
択肢から外し、別の家を探しましょう。 

　トイレが玄関近くにあっても、玄関ドア正面で
はなくサイドにあったり、玄関ドアの正面にトイ
レのドアがなければ、致命傷ではありません。玄
関ドアから入る氣が一直線にトイレのドアを通っ
て水に入り流れ出ているかを確認してください。 
　トイレが玄関近くにある間取りは住み心地も良
いとは言えません。プライベート空間のトイレ
が、パブリック空間の玄関の近くにあれば、落ち
着いて過ごせないのも当然です。トイレの配置は
設計者の「生活の質」に対する配慮が出るところ
です。生活動線への気遣いがあるかどうかが現れ
るので、設計会社を選ぶ時の参考にもなります。 

トイレの配置で財運は決まる

2

5

★間取り図でチェック 

□住宅の中心にトイレはなく、住宅の中心に集
まった気が漏れ出ないので安心 

□玄関ドアの正面にトイレのドアはなく、玄関
から入った氣が一気に漏れ出ていない 

□玄関の真上にトイレはなく、トイレの低いエ
ネルギーが玄関へ影響していない 

□各部屋のドアの正面に、トイレのドアがな
い。各部屋にトイレの悪い氣が入り込まない 

□トイレは玄関から離れた奥まった位置にあ
り、落ち着ける空間になっている 

□リビング、ダイニング、キッチンから直接トイ
レのドアが見えていないので、衛生的で安心 

□リビング・ダイニングからトイレへの来客動線
はよく、プライベートが守られている 

●現場でチェック 

□直感的に、おだやかな氣が流れ、心地よいと
感じる 

□窓があり、明るさはとれている　湿気がこも
らず快適 

□適所適量の収納があり、片付く仕組みがある 

住宅の中心は、その家の氣が集まってくる重要な場
所。琉球民家ではご先祖様を祀る仏壇が置かれてい
た。トイレがあると集まった氣が漏れ出てしまう

漏財宅（玄関ドア正面）

漏財宅（住宅の中心）

ダイニングに面したドア

トイレから発せられる臭いなどの悪い氣がパブリッ
ク空間に広がる間取り。食事中、来客中にトイレ
の出入りが視界に入り、誰にとっても心地悪い

運勢：財運・健康運 
人体：直腸・肛門 

玄関ドアの正面から一直線上にトイレのドアがあ
る間取り。玄関から入った財運はトイレの水に入
る。住宅の中を氣が巡ることなく、一気に漏れ出
る。財運が漏れ出るだけでなく、プライバシーが
守られていないため、住み心地も悪い。

買ってはいけない家がわかる 
幸運間取りチェックリスト
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Bath Room
洗面所・浴室

　洗面所と浴室は、プライベート空間に配置さ
れ、来客の動線や視線を気にする必要なく、ライ
ベート感が保たれているかをチェックします。ト
イレ同様、浴室の配置が漏財宅になっていない
か、まず確認します。住宅の中心に浴槽がある間
取り、玄関ドアの正面に浴室のドアがる間取り
は、購入の選択肢から外します。 
　洗面所は、プライベート空間ですが、来客も利
用するパブリック性がある場合も多いと思いま
す。洗面所にパブリック性をもたせるポイント
は、生活感のあるものを表に出して置かないとい
うこと。歯ブラシや化粧品などの小物がきれいに 

収納できるかどうか、洗濯バスケットをむき出し
に置かなくても生活できるか確認しましょう。 
　洗濯動線もチェックしてください。できるだけ
物干し場と動線が近いと毎日のお洗濯も楽です。
洗濯物の部屋干しを前提にして家を買わないこ
と。生活感が出て美しくないだけでなく、住まい
の水の氣が淀み、氣の質も落ちます。 
　洗面台や浴室は、健康と美と向き合う空間。自
分を大切にする、美しい空間になるよう心がけて
下さい。目に映るものに美しいアイティムを選ん
でいくことで、心も身体も癒される空間づくりを
していきましょう。 

浄化して美しく輝かせる空間

★間取り図でチェック 

□浴室のドアが玄関ドアの正面にない 

□浴槽が住宅の中心にない 

□LDと洗面所との来客動線は快適 

□浴室と寝室との動線は快適 

□洗面所、脱衣所、洗濯機との動線は快適 

□洗濯物を干す専用スペースが十分にある 

□洗濯機から物干し場への動線は快適 

□来客や他の家族の利用への配慮があり、浴
室利用時のプライベートは守られている 

●現場でチェック 

□直感的に、おだやかな氣が流れ、心地よい
と感じる 

□窓があり、明るさはとれていて、家電や家
具が窓をふさがず、風通しもいい 

□風下にあり、水回りの空気がパブリック空
間に流れ込んでこない 

□浴室は、外からの視線が気にならず、プラ
イバシーが守られている 

□洗濯バスケットを置く場所が確保され、適
所適量の収納があり、片付く仕組みがある 

□洗面台の設備や収納家具など、上質な建材
で、機能性、デザイン性に満足できる 

運勢：健康運・財運 
人体：腎臓 

玄関同様、氣が跳ね返るた
め、鏡の位置は入口正面は
避けます。美に磨きをかけ
る空間なので、鏡周辺の美
しさにはこだわって

窓洗濯バスケット

洗面所に必要なものを書き
出し、収納できるか確認
を。造り付け家具が100％の
空間。狭い空間を後から広
げることはできない

収納

洗濯機の上に乾燥機を取
り付ける場合は、窓を塞
ぐことないかご注意を。
ハイサイドライトなら鏡
の上からでも光が取れる

鏡

扉の内側に隠して置くこと
ができるか、蓋付きのバス
ケットが格納できる場所が
あるかチェック。汚れた洗
濯物が見えない暮らしに

買ってはいけない家がわかる 
幸運間取りチェックリスト3

6
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背後の入口は避ける

Kitchen
キッチン

　キッチンは生命エネルギーを入れる神聖な空
間です。家事動線の良さに意識が行きがちです
が、水回り空間は基本的に汚れを落とす場所。
衰退した氣が排出される空間です。洗面所や洗
濯場との家事動線の良さは大切です。しかし、
同時に不浄な氣がキッチンに入りこまないよ
う、氣の流れをチェックしましょう。 
　玄関から冷蔵庫への買物動線、LDとの飲食に
関連する動線に加え、配膳や後片付けなど、お
手伝いをしてもらいやすい環境をイメージして
おくことも大切です。「作業台として使えるス
ペースが十分にある」「複数の人がキッチンに 

入ることができる」「LDからキッチンの中の人
の様子がわかる」と、自然と人が集まりやすく
なります。家庭で主婦が孤立しない環境造り
は、ダイレクトに家族の幸せにつながります。
キッチンで作業をしながら、家族の様子が見え
ることも、安心感のある毎日を送ることができ
る要素です。 
　固定された設備が多く、住み始めてからでは
ほとんど変更できません。家電を快適に使うこ
とができ、十分な収納スペースとゴミ箱を置く
場所があるかどうか、確認しておきましょう。
設備のデザイン性の美しさにもこだわって。 

生命エネルギーを入れる聖域

4

7

★間取り図でチェック 

□玄関ドアの目の前にキッチンはなく、食事を
作る場のプライバシーが守られている 

□LD、及び、洗濯室への家事動線は快適 

□トイレとの距離が近すぎず、衛生的 

□コンロ（火）とシンク、及び冷蔵庫（水）
は隣り合わないように配置できる。➡火と水
が衝突していない 

□適所適量の収納があり片付く仕組みがある 

□調理中の身体は家族に向き、安心 

□調理中の背後に不安を感じることなく安心 

□コンロの上に階段、梁はない。

●現場でチェック 

□直感的に、おだやかな氣が流れ、心地よい

□窓からの眺めがよく、光と風、自然の良い
エネルギーが十分に入ってきている 

□自然光と照明で充分な明るさがある（食材
には日光は強くあたっていない）　 

□家電やゴミ箱の置き場が確保されている。 

□キッチンカウンターの高さは身体に合って
いて （身長÷2＋5㎝）、快適に作業できる 

□コンロの近くに窓はない。➡火の安全が守
られ、コンロのエネルギーが低下しない 

□キッチンの設備や収納家具など、上質な建
材で、機能性、デザイン性に満足できる 

玄関を入って、キッチンが
すぐに見えたり、また、リ
ビングへ行く際の動線上に
あると、外からの視線にさ
らされる。上の図のような
場合はのれんなどで目隠し
をすると安心 

プライバシーを守る
水回りの出入口が
向かい合わない

トイレ、ランドリー、浴室から排出される
不浄な氣が、食事を作り、生命エネルギー
を入れるキッチンに直接入り込まないよう
に。キッチンのドアと他の水回りのドアが
向かい合わないように 

調理中の身体の背後が入口
になっていると不安を感じ
る。コンロ、シンクなど氣
を込めて調理する場の背後
に入口はくるのは避け、安
心感が得られるように。

運勢：健康運 
人体：肺・胃・食堂 

買ってはいけない家がわかる 
幸運間取りチェックリスト
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Bed Room 
寝室

　寝室の風水というと、まずは枕を向ける方位が
気になる方も多いと思います。確かに琉球風水で
も枕の方位も見ますが、優先順位は高くありませ
ん。暮らし心地のよさを考え、住まいに風水を取
り入れるのであれば、眠りの質を高めることを優
先します。風水で寝室の形を整えると、健康な毎
日を過ごすことができます。 
　氣の流れ良くベッドを配置するには、そのフ
レームとなる住宅の壁や窓、ドアの位置が、適切
であることが条件になります。ですから、家を
買ってしまってからでは、変更ができません。し
かし、購入の時点で正しい知識があれば、風水の 

良い寝室を選ぶことができます。寝室の最優先ポ
イントは、ベッドの配置です。理想的なベッドの
配置から窓、ドア、収納、エアコンの位置が決ま
ります。次ページで詳細に解説します。 
　凹凸のないきれいな四角形できた立方体の中で
眠ることができる環境が、理想的な寝室の形で
す。頭上の梁、斜め天井は避けます。眠り心地に
大きく影響し、対処が難しことが多いです。壁の
張り出しがある場合、コーナーガードで保護して
下さい。寝ている間に地震が来ても不安がないよ
う、背の高い家具は寝室に置かないように。寝て
いる身体の上の照明は安全性の高さを優先。 

人生の質が高まる環境を徹底する

★間取り図でチェック 

□玄関から奥まった配置にあり、安心感がある 

□ガレージ真上、キッチン・トイレの真上、
真下、隣、真向かいに寝室はなく安心安全 

□ベッドの頭を壁に向けて配置できる（ただ
し、頭を向ける壁に水道管や電気配線は通っ
ていないこと） 

□足元側に入口がくるようにベッドを配置で
きる（ただし、ドアの真向かいにベッドは置
いていないこと） 

□照明のソケットが理想的なベッドの配置の
真上にない 

□十分な収納があり、収納家具の追加不要

●現場でチェック 

□天井は斜めになっておらず、梁はない（特に
頭上の梁・寝ている身体の上の梁が問題） 

□理想的な配置にベッドを置いた時に、寝て
いる身体に向かう鬼角はなく、安全で健康が
守られている 

□エアコンは頭上にこないように設置でき
る。寝ている身体にエアコンの風が直接当た
らない配置にエアコンを設置できる 

□頭の近くにコンセントはない（1.5m以上
離れている）。➡家電、電磁波の悪影響を受
けず、健康被害がなく、よく眠れる 

□寝ている身体を映し出す場所に鏡がない。
➡鏡から跳ね返る強い氣が身体に当たらずに
よく眠れる 

エアコンの風が寝ている身
体に直接あたらないように
設置する。ベッドの頭上の
エアコンも梁があるのと同
じで、眠りの質が低くなる

コンセント

照明

最適な配置にベッドを置い
た時に、梁の下に頭が来る
ような間取りは避けるこ
と。対処法がほとんどな
い。氣の流れが悪く、身体
に悪い環境

梁

コンセントは枕元から1.5ｍ以上は
なれていることを確認。枕元にある
場合は、この部分のブレーカーを落
とすか、電磁波対策を。

運勢：健康運・愛情運 
人体：腎臓 

エアコン

シャンデリアのような吊り下げ型の照明は、寝てい
る身体の上にこないように。地震の時に、絶対に落
ちてこないとは限らないため、常に不安を感じる

買ってはいけない家がわかる 
幸運間取りチェックリスト5
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Bed Layout

１）ドアからみて、対角にある壁に、ベッドの
ヘッドボードをつけます。寝ている位置の前方に
ドアがあると、誰か入ってきてもすぐにわかるの
で、安心です。 

２）窓はベッドの側面にくるようにします。ベッ
ドの枕側は、壁で守られている必要があります。
寝室の壁２面に大きく窓を取ってしまう家が大変
多いのが、日本の住宅の特徴でもあります。頭上
に窓があると、窓から光や風、音などの氣が入っ
てくるため眠りを妨げます。基本設計が終わる前
で、多少の設計変更が聞く場合には、窓は一面の
みにするか、ヘッドボードが接していないスペー
スに、スリット窓をつくることができないか、相
談してみてください。ベッドを向ける壁には、水
回りと隣接せず、水道の配管、電気配線や入って
いないことを確認して下しさい。 

３）隣の部屋と接する壁に収納があると、音が伝
わりにくくなります。 

４）寝姿を映す鏡は、風水では望ましくありませ
ん。寝室では鏡付の収納扉を避けます。 

５）使用を予定のベッドの寸法を測り、収納扉と
ベッドの間の通路幅も、十分にとれているか確認
します。 

６）エアコンは、寝ている身体に直接風が当たら
ない位置、寝ている頭の真上にこない位置に設置
します。エアコンの位置、ベッドの位置が決まれ
ば、コンセントの最適な位置も見えて来ます。寝
ている間に電磁波の影響を受けないよう、コンセ
ントは枕元から1.5ｍ以上離すこと。寝室が２階
より上の場合、真下の部屋の天井の電気配線から
電磁波の影響を受けます。ベッドのスプリングコ
イルは電磁波を倍増して体へ送り込むため、電磁
波対策をして下さい。（専門家に助言を頼むこと
を検討中）

　「ベッドの置き場所がありません」　
新築でマンションを購入されたお客様か
らご相談がありました。ご入居時にたっ
ぶり収納がほしいと、ドアを入って右側
の壁一面にクローゼットを造られたそう
です。すると、ベッドは、入口の目の前
に置くような状況でした。 
　ご入居されたばかりの新築マンション
に、大幅なリフォームをするなどなかな
かできません。もし、設計変更ができる
段階でご相談を受けていたら、私なら右
図のような提案をさせていただきます。
屋外と接している壁がどこかで、エアコ
ンの位置も変わります。左側が屋内で、
右側が屋外なら、左下の収納上部にエア
コン設置のスペースをとります。 

エアコンの設置は。壁に穴を開けるので、一度取り付け
すると簡単に変更できません。入居の前にベッドの最適
な配置を考えてから設置しましょう。

エアコンが頭上に来て、足元
の目の前にドアがくる。他に
も、眠り心地の悪くなる位置
にしかベッドがおけない

扉を右へ少し移動するだ
け。エアコンを足元に設置
すれば、最適な配置で設置
できる。

寝室のレイアウト

1．扉がベッドに向いている 2．ドアと窓の間にベッドがある 3．家具の角がベッドに向かっている

4．ベッドが窓に向いている 5．ベッドがドア側の壁にある 6．寝姿を映し出す位置に鏡がある

AC

AC

➡

理想的なベッドの配置の方法

AC

A
C

➡
AC AC

AC

A
C

心地悪いベッドの配置例

エアコン配置が 
眠りの質に影響
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Study Room
書斎

　書斎や勉強部屋など、デスクワークスペースに
ついてお話します。意識するのは、椅子の配置と
向きです。これだけで、集中力が上がります。 
　住まいの中での「座る場所」は、仕事用デス
ク、勉強机、ソファ、ダイニングに分類されま
す。ここに四神相応の考え方を当てはめること
で、その空間の機能性を高めることができます。
仕事用デスク、勉強机の場合、風水レイアウトで
集中力が上がります。書斎や子ども部屋などの個
室の間取りをチェックする時は、理想的なレイア
ウトで机を配置できるかどうかを確認します。 
　四神相応の考え方はシンプルです。背中に玄 

武、前方に朱雀を探します。デスクワークスペー
スでは、玄武は壁、朱雀はドア。既成の住宅で
は、窓の位置がネックになるケースが多いです。
レイアウト手順は、次頁で詳しくお伝えします。 
　仕事や勉強と一言でいっても、作業内容により
適した空間も異なります。創造的な仕事をする時
は「陽」の氣が強いほうがクリエイティブなアイ
デアが浮かびます。天井が高く、前方が広く開け
ている空間です。一方、PCに向かい集中して作業
する時は、「陰」の氣が優勢な閉じられた空間の
ほうがはかどります。脳の使い方、作業内容に応
じて空間を使い分けて下さい。　 

亀の甲羅、高い山の如き後ろ盾を

6

10

★間取り図でチェック 

□理想的な配置で机を置くことができる 

□目の前、背後にドアがない 

□目の前、背後に窓がない 

□適所適量の収納システムが整っている 

□子供が小さい時に勉強するスペースは、奥
まった場所ではなく、親が様子をみやすい場
所になっている 

□勉強に集中できるよう、机に向かっている
時にベッドが視界に入らないよう配置できる

●現場でチェック 

□直感的に、おだやかな氣が流れ、心地よいと
感じる

□理想的な配置に机を置いた時に、鬼角によ
る悪い氣が、前後左右から座っている身体に
向かっていないので安全 

□理想的な配置に机を置いた時に、適切な動
線を確保して、ゆとりがある 

□エアコンの風は、直接デスクワークをして
いる時に、身体にあたらない。書類が飛び散
らない 

１）入口ドアの対角線上の壁から、玄武となる壁を決める。 

２）座る向きをドア側へ向ける。 

３）前方に明堂となる財運のとどまるスペースを確保する。 

机と背後の壁の間は90cmから150cm程度の動線を確保す
る。ドアの対角線上の壁が2面とも窓が大きく空いているこ
とで玄武がとれないケースが多い。目の前、背後に窓やドア
がこないようにして、直線的なスピードの速い氣に当たらな
いように。エアコン配置や本棚については、次頁を参照。

風水デスクレイアウトの基本

氣のとどまりやすいコー
ナーに机があり、背後が
無防備ではない。机を壁
に向ける場合、机の奥行
を80cm以上とり、財運
が留まる明堂を確保する

机の配置　改善事例

背後にドアがあり、直線
的な氣が当たり、集中で
きない。目の前に窓があ
り、外の様子が気になり
落ち着かない

運勢：仕事運・出世運 
人体：脳

OKNG

買ってはいけない家がわかる 
幸運間取りチェックリスト

玄武

玄
武

朱雀

朱
雀 v

v
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書斎のレイアウト改善事例

机が大きすぎて 
収納が足りない

背後が窓で 
落ち着かない

ディスプレイを楽しむ 
たっぷり収納が実現

座る位置が健康運方位 
座る向きが延年の吉方位

収納スペース確保 
机をサイズダウン

A
C

A
C

Desk Layout

対角線に持ってこない

　書斎のレイアウトを考える時は、机の配置と机
のサイズ、収納スペースのバランスを考えてから
家具を買うと、間違いがありません。 
　右の図のように、引っ越しの時点で、奥行
90cmのデスクを考えていました。しかし、その
サイズにすると、この部屋（7畳）では、十分な
収納スペースを確保できないことがわかり、机の
奥行きを60cmにサイズダウンしました。　 
　玄武の壁に背を向けると、個別運勢方位の吉方
位にデスクを配置でき、さらに、座る向きも吉方
位に向けることができました。四神相応でも、個
別運勢方位でも風水的に大吉レイアウトのため、
集中できて、仕事が本当にはかどります。

狭くても風水レイアウト

デスクレイアウト事例
子供部屋のレイアウトサンプル

エアコン配置の事例

　机に向かっている時にベッドが視界に入らないようにすると、勉強に集中できます。勉強する、
眠るなど、複数の機能が混在するスペースでは、ゆるやかに空間を仕切るのもお勧め。気持ちの切
り替えが、楽にできます。本来はドアの正面に窓が来るのは風水的に良くないのですが、完璧な
風水は難しいことの方が多いです。快適に過ごすための優先順位をつけ、可能な限りの風水を取り
入れたら、完璧にこだわりすぎないことも住み心地の良い部屋を作るために必要です。

個室で気をつけたいのは、エアコンの配置です。ドアから対角線
上のコーナーは、氣が留まる、最も落ち着く場所です。ベッドの
頭を向けたり、机を置いたりする場所ですので、ここにエアコン
を設置すると、身体に直接エアコンの風があたることになりま
す。家具のレイアウトをイメージして、快適に過ごせるよう、エア
コンの位置を考えてください。 

エアコンが前方に
あるため、風が直
接体に当たらな
い。机の上の書類
が飛ばされること
もない。 

座る位置の真横にエア
コンがあるため、風が
体に直接あたり、心地
悪い。

OKNG

　左の図は、日本の住宅でよく見かけるデスクレ
イアウトです。目の前が窓、背後が入口になって
いるため、集中できません。 
　右の図が改善案です。座る向きを壁側にし、後
ろに収納をもってきました。入口にのれんをかけ
ることで、生活動線となっている廊下からの視線
の流れを、穏やかにしています。 
　背後にオープン型の本棚を置くと、本の角が鬼
角となって背後から攻撃します。一方、本棚は前
方に置いても、カラフルな背表紙で視界がごちゃ
ごちゃごちゃすると氣が散りやすくなります。本
棚は扉付きがおすすめ。 
　机の奥行80cm、動線90cm、本棚の奥行30cm
で、横幅が合計2mあれば、風水レイアウトの小
さな書斎が作れます。 

四神相応　社長室レイアウト

壁とデスクの間の動線100cm、机の奥行60cm、机と本棚の間の
動線60cm、本棚の奥行40cmで、合計250cm 

のれんのれん

廊下廊下

背中が守られ 
前方は氣が散らない 
収納もたっぷり

造りつけ家具 
前方が窓で 
氣が散る

背後が入り口で 
落ち着かない

4畳 6畳

AC

A
C

A
C

勉強中、ベッドが視界に入らない
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Living Room 
LD

　トイレや個室などのプライベート空間を通過せ
ず、玄関からリビングへ入れる動線が理想です。
注意するのは、玄関ドアを開けると同時に、リビ
ングが丸みえになる間取り。プライバシーが守ら
れず落ち着きません。玄関からリビングへS字の
ラインを描いている間取りを選びましょう。　 
　リビングはソファの配置次第で、快適さが決ま
ります。建売住宅の場合はTV配線の位置によ
り、自ずとソファの配置が決まるでしょう。入口
から入ってくる人を前方から迎え入れるようにソ
ファを配置します。後ろが壁だと安心です。しか
し、リビングは開放的な空間なので、四神相応 

の考え方にこだわるとソファの置き場がなくなり
ます。家族が集まるLDにするための最優先事項
は、ソファとダイニングチェアの真後に、入口が
こないようにします。座る位置の上に梁が来てい
ないかも現場でチェックして下さい。 
　LDの開口部が大きく、いつも美しい景色を眺
めて暮らせると、毎日がより豊かになります。植
物や自然の風景が見えると理想的です。 
　モノがたくさん集まってくる場所なので、「見
せるもの」「見せないもの」をわけられるよう
に。暮らしの中で使うモノは隠す収納に。ディス
プレイで美しく彩れるかをイメージして下さい。 

自分も家族も幸せになれる空気感

7

12

★間取り図でチェック 

□玄関ドアからリビングが直接見えず、プラ
イバシーが守られている 

□トイレのドアがLDから直接見えないの
で、快適に過ごすことができる 

□ソファは風水の良いレイアウトでおけそう
（座る位置の真後や真横に入口がこない） 

□ダイニングチェアは風水レイアウトで安心
して食事ができそう（座る位置の真後や真横
に入口がない） 

□座る位置に向かっている鬼角はなく、尖っ
た先から生じる怪我などの不安がなく安全 

□適所適量の収納システムが整っており、片
付く仕組みができている 

●現場でチェック 

□直感的に、おだやかな氣が流れ、心地よい 

□光と風、自然の良い氣が十分に入ってきている 

□窓からの眺めは良く、幸福感がある 

□座る位置の上に梁やエアコンがないので、氣
が混乱せず快適 

□TVや電話の置き場所は適切。電話やインター
ネット配線は、きれいに配置でき快適な生活を
送れそう 

□ドアや造り付け収納の扉は、パブリック空間
に見合った上質感がある。 

□ドアや造り付け収納の扉は、イメージしてい
る理想の家具とテイストが合っている。

ソファは扉を向き、入口から
入ってくる人が見えて安心。
ソファの後ろは壁で保護され
守られている。

ソファのレイアウト ダイニングチェアのレイアウト

　背後に入り口がくる
と、座っている人が落ち
着つきません。ドアと椅
子が接触する原因にもな
り、危険。 
　ダイニングチェアがこの
ような位置にある家庭で
は、なんとなくダイニン
グでは食事をしない習慣
になっていた。入口を背
にしていたダイニングチェ
アの位置を変えただけ
で、家族の会話が増えた
報告は多数ある。 

運勢：家族運・社交運 
人体：肝臓 

好ましい配置例 好ましくない配置例

ソファの真後に入口があり、
人が入ってきても気づきにく
い。背後が無防備で、不安に
なり、悪い氣を受ける。

買ってはいけない家がわかる 
幸運間取りチェックリスト
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　賃貸住宅のご入居される前に、事前に家具レイ
アウトを設計し、最適な家具を購入されてご入居
された事例です。このお部屋は、ダイニング用の
ペンダントライトの配置から、ダイニングテーブ
ルを左図のように置くことが想定されていまし
た。しかし、この配置だとダイニングチェアの真
後に玄関ドアが来て、一直線に氣がぶつかりま
す。食事をするのがストレスな家になります。 
　10畳のLDなのでソファダイニングをご提案し 

ました。右図の配置ですと、玄関からスピードを
上げて入り込む悪い氣を、誰も受けずに済みま
す。間取りが悪くても、入居前に心地よく過ごせ
る家具の置き方がわかっていれば、快適に過ごす
ことができます。 
　住み始めてから気づくことのデメリットは、家
具の買い替えは簡単にできないことです。風水を
取り入れるのは、入居してからでは遅いのです。
できるだけ早い段階で知識があると安心です。

Sofa Layout
オープンな間取りは仕切り方次第

LDKのゾーニングとレイアウト事例

LDの風水レイアウト
入居前の家具レイアウト設計がお得

　中古物件を購入後、なかなか快適に住めないと
ご相談をいただき、改善プランを作りました。左
側をの間取りを見てわかるのは、玄関をあけると
LDKが丸見えです。住み心地が悪いのは当然で
す。まず、琉球民家のヒンプンの考え方で、玄関
ドアを入って正面にパテーション置き、玄関ホー
ルに相当する部分を作りました。これで、プライ
バシーが守られます。 
　次にキッチンがI型で、作業スペースと収納が足
りないことが、住み心地の悪さの原因でした。
キッチンをⅡ型にし、対面キッチンに。これで、
十分な作業スペースと収納が確保できました。 
　最後にLDをつくります。TV配線の位置が決　 
まっていたので、それに合わせてソファを配置し　 

ました。玄関前のパテーションがない時は、ここ
にソファを置くと、玄関から丸見えでした。今は
守られています。 
　スペース的には10畳程のLDです。ダイニング
テーブルとソファを別々に置くと、家具が多く圧
迫感を感じる広さです。ダイニングテーブルとソ
ファが一体化したソファダイニングをご提案しま
した。ダイニングテーブルとソファを別々に置く
のであれば、氣が巡るためには少なくとも12畳
の広さが欲しいです。スペースに余裕があること
も風水の良い間取りの条件です。 
　オープンな空間は広々感じて良さそうに見えま
すが、仕切り方次第です。氣の流れにより、快適
にも不快適にもなります。 

玄関からLDへS字ラインを描く

　10畳以上ある広々としたリビングの設計事例です。玄関を
入って正面に造り付けの収納を作りました。玄関ドアの目の前
はディスプレイスペースにしています。ディスプレイに目が行
くよう照明を当てるため、専用のスポットライトを設置してい
ます。電気配線があるため、照明は後から追加するのは難しい
ことが多いです。ディスプレイの見せ方まで計算して設計され
ていると魅力的です。 
　きれいなS字を描くようにして、玄関からリビングに入るた
め、プライバシーが守られています。ソファは入口を向いて配
置することができ、安心して過ごすことができます。 

③ソファ 
ダイニング

②対面カウンターで 
作業スペースを作る

キッチンの 
作業スペースがない

直進する氣を除ける 
レイアウト

家具が少なく 
スペースに余裕あり 
大きな植物を置ける玄関から氣が直進 

背後に当たる

LDKが丸見え

TVが遠い

①ヒンプンで玄関 
ホールを作る
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Science

　風水は非科学でしょうか。いいえ、風水が生ま
れた時代には、現代科学に対応するカテゴリーが
なかっただけのことです。 
　大学院生時代、疑問が浮かぶ度、その問いを追
求していました。真理を突き詰めるプロセスは、
まるで宇宙を旅するかの如く、途方もない道のり
だったことを記憶しています。科学の世界に身を
置いたことで、むしろ、科学の限界を知りまし
た。そんな時に出会ったのが、風水です。 
　住まいの整え方が五行論で解説され「これは面
白い」と感じました。風水は、理屈をこねくり回
せばもっともらしく解説できる一面を持っていま
す。一方で、「理屈では説明できないけど、風水
の考え方は宇宙レベルできっと正しい」と感じる
こともありました。風水理論は自然界の原理原則
なので、現代科学では解明できないことも腑に落
ちたのです。理論的に左脳で理解する世界と、感
覚的に右脳で感じる世界の二面性が魅力でした。 
　風水を実践し始めると、様々な不思議なことが
起こりました。「科学では全く解明できない…」
しかし、風水スクールを立ち上げ、私が実践した
ことを生徒さんにも実践してもらうと、本当に 

同じことが起きるのです。「再現性はあるけど、
理由がわからない」というのが最大の疑問でし
た。「ぎくしゃくしていた家族の仲が良くなる」
「自己実現のために会社をやめて起業する」な
ど、受講生の人生の変化を目の当たりにしなが
ら、その理由がわからない日々が続きました。 
　風水の実践で起きることを論理的に言語化した
い。風水術がなぜ変化をもたらすのか理由を知り
たい。いつも自分の頭に、この問いをぶつけてい
ました。すると、様々なところにヒントがありま
した。それは、風水の文献ではなく、脳科学、心
理学、環境学、人間工学、哲学、宗教学、文化人
類学、そして、コミュニケーション学などの学術
分野でした。そう、様々な科学の分野の中にあ
る、人々が安全に快適に暮らすための実践的・機
能的な知恵が、風水だったのです。 

論理で説明できない再現性の高さ

一生学び続けることができる学問に出会う喜
びこそ、人生最大のギフト

宇宙の本質

Lily’s  Eyes

幸せになるための家の取扱説明書
　風水師の仕事をしていると「風水は怖いです」
と言われることがあります。「何か悪いことを言
われるのではないかと不安になってしまいます」
と言う方が多いです。「あなたの家は風水が悪
い」と言われるかもしれないと思うと、風水を怖
いと感じ、不安になるのも当然だと思います。 
　不安という感情に対し、脳は「不快」と判断し
ます。すると、コルチゾールと呼ばれるストレス
ホルモンが分泌されます。「幸福感」が低いとい
うことです。もし、あなたが風水という言葉に不
安を感じているのであれば、風水で幸せになれま
せん。是非、正しい風水の理解を深めて下さい。 

　脳がストレスを感じる住まいがあります。それ
は、氣の流れの悪い空間です。毎日の生活の中で
脳が「不快」と情報を受け取り、コルチゾールを
分泌する日々を送るリスクが出てきます。 
　「風水に本に書いてあったから」と、方位の吉
凶だけで間取りを決めるのはご注意を。生活動線
の快適さを考えずに家を作ると、暮らし心地が悪
くなります。一般的な建築でも、氣の流れを考え
ずに家が建てられることが多々あります。　 
　脳はストレスを受け続けると、疲労します。不
安、恐れ、心配により自己肯定感が低下すると、
うつ病へと発展するリスクがあります。眠れな
い、寝ても疲れがとれない状況では、老化が進
み、生活習慣病になるリスクもでてきます。 
　住まいから受けるストレスは注意が必要です。
微細なストレスを自覚症状が無いまま、受け続け
るからです。脳がストレスホルモンを慢性的に分
泌するような環境では、心と体の健康が大きく失
われていきます。脳から幸福ホルモンが出る住ま
いを選べるようになって下さい。 

ストレス住宅のリスク

明るく、開放的で、自然を感じるリビングは、脳が「快」の
情報を受け取り幸福ホルモンが分泌され、幸せを感じる

幸福セロトニン住宅

鬼角が自分に向かい、頭上に圧迫感がある書斎では、脳が
「不快」の情報を受け取り、ストレスホルモンが分泌

不快コルチゾール住宅

風水と科学の深い関係
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　風水は建築の「東洋医学」です。問題が出てい
る部分のみにフォーカスした対処療法ではなく、
全体的なホリスティックな視点で根本治療を目指
します。琉球風水師にとっての風水鑑定法は、医
師の診断ツールにあたります。 
　琉球風水の住宅設計は、シンプルに２段階で
す。①風水診断、②設計デザインです。初めに、
風水診断ツールを使って、土地や住宅の健康状態
を診察します。住まいも身体と同じで、現在の不
調和の原因をつきとめて根本治療を行い、マイナ
スをゼロに戻すのが第一段階です。病気の治療法
は医師の診断によって導き出されます。同じよう
に、住宅設計も風水診断を行ってから設計プラン
を導き出します。 
　風水鑑定は「タイミング」を重視します。住宅
設計で最も効果的に風水鑑定が活かされるのは、
一枚目の基本設計図を描く段階です。土地の調査
時に風水鑑定を行います。よって、一枚目の図面
は、すでに風水的な問題が取り除かれた「健康体
の図面」ができ上がります。そこから、微調整を
重ね風水の良い住宅ができ上がります。琉球風水
の新築住宅の間取り設計は、日常生活で不具合の 

出ないよう、予めきれいな骨格を作ります。　 
　一方、設計がスタートした後の図面のほとんど
は、風水的な問題を数多く持っています。風水的
な問題を1つ1つ取り除いていきますが、マイナス
をゼロに近づける努力で精一杯です。設計がス
タートしていると「ゼロから描き直しましょう」
とは言えない状況になっていることがほとんどで
す。よって、基本的にご相談は受けていません。
新築・リフォームに風水を取り入れたい方は、家
造りを始める前に、余裕をもってご準備下さい。 
　琉球風水の住宅は自然と調和する住まいです。
「調和の取れた空間の何が良いのでしょうか」と
聞かれることがあります。東洋哲学は「最高の美
と健康は調和から創られる」と考えています。住
宅に風水を取り入れるということは、調和を取る
ことにより美をクリエイトするということです。 

Role 

「健康体の設計図」からスタート Lily’s  Eyes

ω西洋医学、東洋医学の二者択一ではない。互
いの足りない部分を補い合うのが良い選択。 

宇宙の本質

風水師とは東洋医学の「住医」
　琉球風水は、地形やものの形から生じる氣の流
れを重視し、心地よい空間を作ることを優先しま
す。ここが、日本で一般的な方位を中心に判断を
行う家相風水とは大きく違うところです。 
　風水師は「住宅の医者」という別名をもちま
す。東洋医学的な住宅の「予防医学」「自然療
法」のような存在です。病気の症状が出てから病
院に行けば良いという考え方の人は、そもそも風
水とは相性がよくないかもしれません。健康を持
続するために何ができる考え、日々の生活習慣で
身体に良いことを積み重ねられている方にとっ
て、琉球風水の住宅設計は相性が良いでしょう。 

　風水師の元へ住宅設計の相談にくる方には、特
徴があります。一般的な建築・インテリアのサー
ビスを利用したけれど、納得いかなかった方々で
す。医療の世界に例えてみましょう。西洋医学に
よる薬や手術などの対処療法に、納得いかなかっ
た方々がいます。「投薬したけど全く良くならな
い」「薬でむしろ悪化した」このようなことが実
際起きています。そんな時、西洋医学に限界を感
じ、東洋医学の医師にセカンドオピニオンを求め
るのと風水相談は似ています。琉球風水の設計プ
ロセスも医療システムとよく似ています。 
　①問診：ヒアリング、②診察：現地出張調査、
③精密検査：風水鑑定図面の作成と検証、④診断
結果：風水鑑定結果の報告、⑤治療方針の提案：
改善案の提案、⑥手術：設計プラン作成、⑦術後
の診察：継続的な図面チェック、⑧治癒：基本設
計図の完成です。 
　琉球風水の鑑定図面は全部で4種類。本章で
は、氣の流れの、陰陽方位を解説しました。第二
部で個別運勢方位、八方位鑑定を解説します。 

医療の2ndオピニオン

15

琉球風水鑑定の役割 

風水空間デザインを医療に例えると

問診：ヒアリング1
診察：現地出張調査2
精密検査：鑑定図面検証 3
診断結果：鑑定結果報告4
治療方針：改善案の提案5
手術：設計プラン作成6
術後の診察：図面チェック7
 治癒：基本設計図完成8
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Best Timing

ω
宇宙の本質

業者を選ぶ前が劇的に得をする
　風水鑑定が劇的に効果が出るタイミングは「業
者を選ぶ前」です。ズバリ言うと、家造りに数百
万円～数億円の投資を決める時。ここで方向性を
間違えると、取り返しがつかないからです。 
　判断基準をもっていると、余計なコストをかけ
ずにQOLの高い住まいを手に入れられます。それ
は、購入してから30年以上にわたり快適な家で暮
らす人生を手に入れるということです。 
　選択する時どれだけの判断基準を持って臨むこ
とができるのか。ここが、勝負の分かれ目です。
風水は失敗のリスクを回避する効果的なツール。
住まいへの不安やストレスから解放されます。 

　工務店、ハウスメーカー、建築設計会社など、
住宅を購入時は、誰もが住宅関連の業者を選ぶと
思います。間取り図や現地見学会で、風水チェッ
クしてみて下さい。残念ながら、風水の良い家が
見つかる確率は低いのが現状です。 
　マンションはベッドの頭上に梁がくる確率が高
く、戸建住宅の個室は壁2面に大きな窓がある家
がほとんど。ベッドの頭を向ける壁がありませ
ん。トイレの配置が漏財宅の家も普通に販売さ
れ、どの家も法はクリアしています。後から気づ
くと風水的なマイナス要素をゼロに戻すために莫
大なリフォーム費用や引越し費用がかかります。 
　注文住宅の場合、設計会社が決まってから風水
を学び始めては手遅れです。設計がスタートする
一枚目の設計図で運命が決まるからです。「何回
図面を描き直しても上手くいかない」という事態
に陥るのは、たたき台になっている図面に問題が
あります。一枚目の設計図の完成度が高いほど、
設計はスムーズ。風水的に問題のない健康体の図
面からスタートすることが、成功の鍵です。 

スタート地点で決まる

風水はいつ知るとお得？

風水の注文住宅は何がいいの？Lily’s  Eyes
　「なんだか難しそう」「好みを言える以外、ど
んなメリットがあるの」「自由に要望を言えたと
しても、最終的に失敗するかも」と、注文住宅に
不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。
さらに、風水の要望を出すのは、なおさら難しい
と思われるかもしれません。しかし、住宅に風水
に取り入れたいなら、注文住宅がお薦めです。 
　これまでの内容から、風水の良い家を探すのは
至難の技ということがおわかりいただけたと思い
ます。しかし、注文住宅であれば、日本の一般的
な建築でありがちなマイナス風水ポイントを、あ
らかじめ取り除いて家を建てることができます。 
　一枚目の設計図を描く前には、私は必ず建築家
に、風水的マイナス構造を取り除くためのリクエ
ストをします。人が過ごす空間に梁を入れないで
欲しい。電気配線や水道配管をベッドの頭を向け
る壁に入れないで欲しい。何を見て暮らすか、窓
から見える風景を意識して欲しい。立地条件や施
主様によりリクエストは異なります。 
　図面上に現れない風水リクエストは出します。
しかし、アートとのしての設計を建築家には楽し
んでほしいという気持ちを込め、要望はあまり細 

かく出しません。それだけに、多くを語らずとも
当たり前に美しい氣の流れを描いて下さる方を選
ぶ必要があります。光と風の流れが良い、水回り
配置が安心、生活動線が快適などは、こちらから
リクエストしなくてもよいことが大事なのです。 
　風水の良い住宅とは、一言でいうと、生活の質
が高い住宅です。幸運間取りチェックリストは、
風水的にマイナスな物件の購入リスクを減らす
「負けない試合をするための術」です。一方、注
文住宅にトライする時は「できるだけ高い得点で
勝つための術」を使います。風水の知識を持って
いると、マイナス要素をあらかじめ取り除いたと
ころから設計をスタートできます。そこから、さ
らにプラスの風水ポイントをいくつも追加してい
くことができます。失敗しないことも大切です
が、高得点を獲得する選択肢もあります。 

一枚目のたたき台の図面に問題があると、そこから何度要望
を出して描き直しても、上手く進まないケースが多い。ここ
から風水を見ても、マイナスをゼロに近づけるだけで精一杯

不健康な図面でスタート

一枚目の設計図の完成度が高ければ、その後の設計は微調整
をするだけでスムーズに進む。予め風水的マイナス構造が取
り除かれた状態からスタートできるアドバンテージは大きい

健康体の図面でスタート

オーダーメイドの家づくりの出来ばえは、建
築士の能力×施主のディレクション能力
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Dream House 
理想の家を手に入れる方法

　「失敗しない家造りの方法を教えてもらえませ
んか」お客様からよく聞かれる質問です。ご安心
下さい。これからお話する３つのことができる
と、失敗のリスクを避け、理想の家を手に入れる
道が開けます。 
　1つ目は、間取り図を見るだけで、買ってはい
けない物件を見抜けること。2つ目は、現場を見
に行って、居心地の悪い物件を見抜けること。3
つ目は、間取り図から設計者の考え方を読み取れ
ることです。 
　この３つのスキルがあると、住み心地の悪い物
件を買うリスクを避けられます。さらに、生活の 

質の高い空間を設計できる設計会社や建築士を、
自信を持って選択することができます。 
　右頁に、チェックシートを準備しました。住宅
購入は、数千万円から数億円の投資です。投資の
前に、あなたが買ってはいけない物件を見抜ける
判断基準をもっているかどうかわかります。図面
や建物を見ることで、今のあなたが住宅の購入判
断を自信をもってできるのか、確認して下さい。 
　まず、あなたが今お住まいのご自宅で考えてみ
るのとわかりやすいと思います。次に、具体的に
購入を検討している物件や、「この家いいな」と
思った物件で考えてみましょう。 

失敗しない家造りの３つのスキル

家を買う前の判断基準チェックシートChecksheet
①間取り図から見抜く 
間取り図をみて、その物件を買ってもいいか、買ってはいけないかを判断できますか？ 
　□買ってもいい　　　　　　□買ってはいけない　　　　　　□判断できない 

★判断できる、判断できない、その理由を書いてみましょう。 

②現場チェックで見抜く 
物件を現場に見にいって、その物件を買ってもいいか、買ってはいけないかを判断できますか？ 
　□買ってもいい　　　　　　□買ってはいけない　　　　　　□判断できない 

★判断できる、判断できない、その理由を書いてみましょう。 

③設計者の考え方を読み取る 
間取り図をみて、設計者がどんな考え方でプランを作っているかを読み取ることができましたか？ 
　□読み取ることができた　　　　　　□読み取れない 

★あなたが間取り図から読み取った情報（考え方）を書いてみてください。 

上記の考え方の建築士、設計会社に、あなたの家の設計を依頼したいですか？ 
□依頼したい　　　　　　□依頼したくない　　　　　　□判断できない 

いかがでしたでしょうか？　部分的な家具レイアウトをチェックできるだけでも、今までとは別の視
点で家を見て判断ができるようになり、買ってもいい家を選ぶ自信がついたと思います。 
もし、判断がまだ不安という方もご安心ください。二段階目の全体を見る方法を学ぶことで、さらに
精度の高い判断ができるようになります。


