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House Concept Making
住宅のコンセプト設計
コンパスを手に入れる

第4章 

　「住む人」と「住宅」が調和するための準備が必要です。あ
なたの価値観から住宅のコンセプトを設計し、新築プロジェ
クトをスムーズに進めるためのコンパスを手に入れましょう。

　家を新築するとなれば、あなたは何からはじめます
か？本や雑誌を見たり、カタログ見たり…。建築家を探
す、具体的な家具を探すという方も多いと思います。風
水空間デザインでは、３つのステップで家づくりの準備
を行い、住宅のコンセプトを設計します。それは、１）
価値観の明確化、２）住宅設計全体の方向性、３）要望
と予算のバランス調整です。 
　あなたが家を建てる時、あなたの価値観が軸になりま
す。家づくりの前に、価値観を明確にすることが最も重
要です。軸が定まれば、どちらの方向に向かうのかがわ
かります。最終的に要望と予算のバランスの調整が必要
ですが、これもあなたの価値観で決まります。家づくり
の準備となるコンセプト設計とは、じっくり自分と向か
い合うことなのです。 
　なぜ、住宅のコンセプトを設計することが大事なの
か。それは、住環境から送られてくる情報は、あなたの
潜在意識を書き換えてしまうからです。私たちの行動の
ほとんどは、無意識で決まります。得たい感情を得られ
る環境を作れば、無意識にポジティブな情報が蓄積さ
れ、潜在意識を書き換え、行動も変わります。あなたの
価値観に合わせてカスタマイズした住環境ができれば、
家はあなたを応援し続けてくれます。 
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　家づくりで最も重要な軸となる「価値観」と
は、これだけでも一冊分の本になるほど、奥の深
いものです。あなたの人生の価値観は、明確です
か？私も何年も探し求め、ようやく確信がもてる
ようになりました。それは、私の人生の中心軸
は、「自然との調和」であるということです。 
　風水にも様々な種類がありますが、私が琉球風
水を人生の使命として確信したのは「自然との調
和」が思想の軸にあったからです。人生を見つめ
直し、自分軸を手に入れるきっかけを与えてくれ
たのは、風水でした。私は自分の家を嫌い、人生
が上手くいかない原因を家に責任を押し付ける、
器の小さい人間でした。家の課題は、私の人生の
課題でもありました。それに気づいた時、「これ
まで、本当に自分の生きたい人生を歩んできたの
だろうか」「これからの人生、どう生きていきた
いのか」と考えるようになりました。 
　自分の家とは、過去の一つ一つの自分の意思決
定の結果が形になったものです。風水実践で住宅
と向き合うことを通し「不機嫌の原因は家ではな
く自分自身」と気付くことができました。「自分
の人生の責任は自分で取る。自分の人生を自分で 

切り開いていこう」と思うようになりました。 
　今の家は、これまでの人生の結果。自分の意識
が変わらなければ、新築しても未来は同じ。なら
ば、家づくりの前に、自分軸を手に入れ、理想と
する人生のゴールから逆算して、家を建てられる
ように。そんな想いで、家づくりの前のコンセプ
ト設計の段階で、空間分析や理想の未来を描く
ワークをを取り入れています。住宅に限らず、新
しく何かを創り出す時は、過去の分析から方向性
が導きだされるのが原理原則です。 
　琉球風水のフィルターを通して自分の家を見て
みると、これまでの人生の課題が見えてきます。
自分を理解してからでないと、理想の未来は見え
ません。住宅デザイン前の準備として、過去から
未来へと、意識を切り替えるお手伝いができれば
幸いです。 

Philosophy
琉球風水の住宅設計の考え方

人生を楽しむための意識の旅支度Lily’s  Eyes

ω人生を楽しむためには、自分らしく生きるこ
と。自分を理解することが一番の近道。

宇宙の本質

理想の家にふさわしい自分になる
　今、あなたが住んでいる場所は、あなたのエネ
ルギーと共鳴した場所です。自分のエネルギーを
変えない限り、また、同じエネルギーの場所に共
鳴します。今住んでいるところを丁寧扱い、浄化
していくと、探し求めていた土地や物件、設計会
社が見つかるということも起こります。 
　「家づくり」というと物質的な面に意識がいき
がちですが、日々の暮らしにあなたの価値観を表
われています。琉球風水は幸せな人生を送るため
の家づくりで「家」というハードと「暮らし」と
いうソフトの両面を大切にしています。暮らしか
らエネルギーを整え、理想の家を作りましょう。 

　住宅のコンセプト設計は、人生のデザインから
スタートします。住宅とはあなたの人生を映し出
す鏡。あなたの人生そのものです。琉球風水の目
的は、あなたの夢を実現をサポートする環境を作
ること。あなたの望む未来から逆算し、得たい感
情が得られる空間をデザインします。 
　琉球風水設計では可能な限り風水の良い空間づ
くりを目指しますが、主役は建築や方位ではあり
ません。主役は、そこに住まう「人」です。住む
人の価値観を軸に、夢の実現をサポートする環境
を作るのが琉球風水の使命です。 
　設計がスタート時に、要望は全て出しますが、
最終的に予算との調整でプランが決まります。適
切な要望を出すためには、あなたが本当に求めて
いるものが何かを知る必要がありますし、建築コ
ストの知識も必要です。納得いく家づくりのため
に、住宅のコンセプトは丁寧に設計しましょう。 
　明確な風水の要望を出すためには、風水を理解
している必要があります。第3章のチェックシー
トを参考に、是非、風水を実践してみて下さい。 

人生を「逆算」する

Public

暮らし心地の良さをチェック

Priority 1　価値観

Priority 2 　風水

Priority 3　予算
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Design Flow 住宅のコンセプト設計手順

　住宅のコンセプト設計の軸となるのは、住む人
の「価値観」です。価値観を明確にして、未来の
自分を思い描くことができると、理想の家と暮ら
し方のイメージが浮かび上がってきます。 
　「どんな暮らしがしたいのか」明確になること
で、住宅のコンセプトが決まります。各部屋の役
割や得たい運気から、それぞれの部屋のコンセプ
トも明確になると、部屋同士の快適なつながりを 
イメージして、住宅をゾーニングできます。する
と、機能性の高い心地よい空間の方向性が見えて
きます。次に、空間の彩りをイメージし、デザイ
ン的な方向性を出します。明確な要望を出すため 

には、インテリアの歴史や、スタイルの特徴を
知っておくことも大切です。 
　住宅のコンセプトを設計し、機能的な方向性、
デザイン的な方向性を出すことができると、新居
への要望がまとまり、適切な予算も見えてきま
す。準備不足で家づくりをしてしまうと、要望通
りの家が建ったとしても、いい家が建つとは限り
ません。要望そのものに問題がある可能性がある
からです。間取り設計がうまくいかない時や、予
算オーバーの時も想定内で対処できるよう、新築
の前に、施主として正しい知識を身につけておく
と安心です。 

価値観を軸に要望を洗い出す

現状と理想のギャップを知る

Public

Step1　価値観の明確化

Step2　住宅設計全体の方向性

Step3　要望と予算のバランス

・・・・・・・・

・・・・・・・・

機能的な方向性を出す1
デザイン的な方向性を出す2

要望を洗い出す1
予算を見積もる2

現状を把握する1
理想をイメージする2
課題を明確にする3
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Actual State空間の現状分析

　風水空間デザインのファーストステップは「現
状をよく観察して理解する」こと。新しいものを
クリエイトする時、いきなりデザインすることか
らはじめても何もアイデアは浮かびません。第３
章「間取りの品格チェックリスト」を使い、あな
たの家の風水をチェック。現在お住まいの家の課
題がわかれば、「新しい家をどのような家にした
いのか」が具体的に見えてきます。 
　「なんとなく心地悪い」原因は３種類。１）間
取り、２）インテリア、３）暮らし方です。第３
章「機能性」（○ページ）の項目は「間取り」部
門で、住宅の構造。「デザイン性」（○ページ） 

の項目は「インテリア」部門で、見た目の美し
さ。第３の原因「暮らし方」は、生活習慣であ
り、生き方です。あなたの「課題となっているの
はどのカテゴリーなのか」明確にします。 
　間取りやインテリアは物質的なので、引っ越し
で変えることができます。一方、暮らし方は、あ
なたが変えるための行動をしなければ変わりませ
ん。しかし、実際は、間取りやインテリアもあな
たの決断により選ばれたもの。住宅の課題は、あ
なた自身の課題でもあります。単なる「物質」で
はなく「人生を変えるパワフルなツール」として
住環境を整えるため、現状分析を行って下さい。 

人生を変える家づくりのために

風水空間分析シートWorksheet

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆玄関

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆LD

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆キッチン

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆洗面所

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆浴室

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆トイレ

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆寝室

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆書斎

悩み 原因（種類） 原因（具体的ポイント） 心地よい理由

□間  □イ  □暮

◆子ども部屋

Step 1　悩みの具体化する：どんな違和感を感じているか。あなたはなぜ、それを選んだのか？ 
Step 2   原因を突き止める：不調和の原因となっている種類（間取り・インテリア・暮らし）と具体的なポイント 
Step 3　心地よい理由を言語化する：気に入っているところ（言葉にできると、再現性を高くリデザインできる）1-1
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Dream

　心から幸せになる家を手に入れるために必要な
のは、家を「理想の自分にふさわしいパート
ナー」として見ること。です。住宅のコンセプト
設計に入る前に、理想の自分の視点に立ちます。
あなたの目指している住まいが「今の自分にとっ
て相応しい家」なのか、それとも「未来の輝いて
る自分に相応しい家」なのか。視点が違えば、目
指すゴールが変わります。 
　「理想の家イメージシート」を準備しました。
3年後の理想の自分と理想の自分に似合う家をイ
メージします。「どうなっていたいか」未来の一
点にフォーカスし、映画のワンシーンのような 

「映像」で思い描きます。脳は現実と未来のイ
メージを区別できません。ウソでいいので、制限
を取り払い自由奔放にイメージします。あなたは
あなたの未来を自由に決めることができます。 
　イメージする時のポイントは、ワクワクした感
情が伴うことです。「強い感情を伴う」と、脳の
長期記憶に貯蔵され、あなたの夢が無意識に刷り
込まれます。無意識は機械的に動き出す性質があ
り、あなたの無意識が夢に向かって自動的に動き
出す仕組みを作ります。イメージしたことを全力
で成し遂げようする脳の仕組みを、利用するだけ
のことです。 

視点の違いでゴールも変わる

理想の家イメージシートWorksheet

理想の自分の視点に立つ
　あたかも夢が叶ったかのように言葉を使い、達成した喜びの感情を大袈裟に書きます。洋服、食器、家具などは
具体的ブランド名まで書きます。脳は知らないことをイメージできません。事前に風水やインテリアの知識がある
と、リアルにイメージを描くことができます。イメージを言葉にする時は、会話のセリフやワクワク、ドキドキな
どオノマトペを使い、感情的にもリアルな映像でイメージします。

1-2

イメージ写真を貼る、またはイラストを描く

３年後の今日、あなたはどんな夢を実現して、何を手に入れましたか？

　描いたイメージをビジュアルで右脳にインストールするには、イラストを描くか、イメージ写真を夢実現シート
に貼り付けてください。映像や画像は、膨大な記憶を蓄積できる右脳で情報をキャッチしますので、イメージを無
意識に刷り込むのが簡単です。右脳に蓄積された膨大なデータが、私たちの思考習慣の正体です。良いイメージを
繰り返し刷り込んでいくことで、思考習慣そのものから変えることができます。このシートを眠る10分前に毎日見
ると、夢が現実に向かって加速します。　

1. どんなファッション？ 
2. どんな風景？ 
3. どんなインテリア？ 
4. どんな香り？ 
5. どんな会話？  BGMは？ 
6. どんな気持ち？

Image

Question
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Gap

　空間分析で現状を把握できましたか。未来の自
分と理想の家をイメージできましたか。現状と理
想の未来を具体的に捉えることができると、そこ
に生じているギャップを明確にすることができま
す。「風水空間分析シート」と「理想の家イメー
ジシート」の内容を「〇〇シート」にまとめてい
きましょう。すると、あなたの心の幸福が得られ
るQOLの高い空間をつくるために、どんなことを
実行すればいいのかが見えてきます。 
　建築、インテリア、風水など家づくりの基礎的
なことを知らなかった場合、理想の家を上手くイ
メージできなかったかもしれません。脳の性質を 

効果的に利用するためにも、家づくりをスタート
する前に基礎的なことは頭に入れておいて。夢の
実現に、心を疲弊させる「ストレス」は不要です
が、高いレベルへ挑戦する「プレッシャー」は、
必要です。何も行動を起こさなかった「変化のな
い未来」もイメージし、程よいプレッシャーを。 
　家づくりのプロセスでは、途中でいろんな壁に
ぶち当たります。その時、自分のためだけでな
く、誰かのために行動できていると、困難にも打
ち勝つことができます。大切な人の笑顔とそのシ
チュエーションも、感情やセリフと共にリアルに
イメージしてみましょう。 

・・・

QOL向上HappyストーリーシートWorksheet

①【悩み】 家についての悩み、困っていることは何です か？ 不安なこと、イライラしていること。感情、セリフ
を書きましょう。  

②【原因】玄関の空間分析の結果、あなたの空間の悩みの原因は何でしたか？ 原因がわかって、どんな 気持ちで
すか？ 感情とセリフを書きましょう。  

③【理想】理想の家は、どんな空間ですか？ 「理想の家」実現シートのポイントを、感情、セリフも一緒に書きま
しょう。あなたが、理想の未来を手に入れる最大のメリットは？  

④【課題（状態）】 風水空間分析ワークの実践結果から、あなたの空間の課題は何でしたか？ 現状と理想の未来
の「ギャップ」を書きましょう。理想の未来へたどり着くために、必要なものは何ですか？  

⑤【成功へのステップ（行動）】 あなたの「理想の家」を、 心の幸福が得られる、氣の流れの整ったQOLの高い
美しい空間にするために、どんなことを実行すればいいですか？ ワクワクする成功へのステップとなる「行動」を
イメージし、感情、セリフも書きましょう。  

⑥【変化のない未来】 ③の未来を手に入れることができなければ、どんなデメリットがありますか？ どんなチャ
ンスや豊かさを失いますか？ その時どんな気持ちか、感情、セリフを書きましょう。  

⑦【つながりの幸福】 ③の未来を手に入れて、誰をHappyにしたいですか？ 誰に、どんな気持ちで、どんな言葉を
伝えたい？ 誰から、どんな言葉があなたに贈らていますか？ あなたはそれを聞いて、どんな気持ちですか？ あな
たの人生のストーリーを突き動かしている理由を、感情、セリフを含めて書いてみましょう。

課題の明確化1-3
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Functional

　住宅の全体的な方向性を出す際、一般的に部屋
の役割や機能から考えていくと思います。しか
し、それ以前に、ライフデザインを行うのが、私
のプランニングの大きな特徴です。 
　この理由は、家の「形」は、住む人の「意識」
から作られるからです。 
　建築をコンピューターの世界から見てみましょ
う。IT用語で使われるハードとは、PC本体など
の目に見える物質的なもの。ソフトとは、OSや
アプリなど、目に目に見えないプログラム。 
　コンピューターの性能は、OSの性能で決ま
り、性能の高いOSの上で、性能の高いアプリが
動きます。そして、OSとアプリが快適に動く箱と
しての、PC本体や画面が必要となります。 
　建築に当てはめると、ハードは「住宅や設
備」、ソフトのOSは「意識」、アプリは「暮ら
し」と言えるでしょう。 
　新築する時は、理想の暮らしから逆算し、目指
すゴールへ向かい、自然に心地良く行動ができる
「仕組みが整った箱」を造るチャンスです。 
　暮らしの営みは、住む人の「意識」が、「行動」
に指令を出しています。質の高い暮らしの営みが 

スムーズに動くためには、OS、つまり、意識の
アップデートが必要です。 
　設計に入る前にライフデザインを行い、価値観
の明確化や、高いゴール設定をしておくと、その
意識レベルにあった「箱」が出来上がります。　 
　仕組みの整った箱は、メンテも楽。必要なタス
クは、日々の掃除片付けと、消耗品の買い替え程
度。家族の笑顔も絶えず、暮らしを彩る余裕も生
まれ、自然にゴール向かって爆進できます。 
　しかし、人生の運用に対し、仕組みの整ってな
い家は、片付けなどの家事や、家族のコミュニ
ケーションにいつもストレスを感じ、ゴールへ向
かうのを阻みます。 
　自分の人生の舵をとり、意識を高めることで、
機能性の高い「箱」が出来上がります。 

機能的な方向性
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”自分OS”のバージョンを最新にLily’s  Eyes

ω最高のマシンを手に入れたければ、「意識」
という自分OSのアップデートを。

宇宙の本質

最適にカスタマイズされた機能性

各部屋のコンセプト 2
住宅のコンセプト1

　住宅のコンセプト設計では、暮らしの「軸」を
定め「機能性」と「デザイン性」の両面からアプ
ローチします。まず、「軸」を定めて「機能性」
からデザインしていくと、全体的な住宅の方向性
が見えてきます。 
　全体から部分を見て、部分から全体を見て、外
側と内側から調整を加えてバランスを取ります。　 
　１）自然との調和、２）心地良く美しい、３）
毎日良い運気を取り込む暮らし、という琉球風水
の設計コンセプトをベースに、あなたにとって、
理想の人生を手に入れる空間を設計するための、
必要な機能をカスタマイズしていきましょう。 

　この家で「どんな気持ちで過ごしたいか」。理
想の暮らしから住宅のコンセプトを設定します。
「笑顔・癒し・開放感・活力・希望」など、家族
にとって大切な価値観を明確にし軸を定めます。 
　そして、「誰が、どこで、何をするのか」。例
えば、「ダイニングは食事をする所だけど、子供
が勉強する場でもある」など、一つの空間に複数
の役割が混在してる所もあると思います。各部屋
の機能を明確にします。 
　それぞれの部屋に対し「人生のゴールへスムー
ズへ向かうために、この部屋に必要な氣は何か」
八方位の象意からイメージすることで、得たい運
気を得るための部屋のコンセプトが決まります。 
　役割が明確になると、部屋同士の機能的なつな
がりも見えてきます。隣接空間レイアウト表を
使って、近くにあって欲しい部屋、離れていて欲
しい部屋を具体的にしていくと、機能性の高い、
心地よい氣の流れのゾーニングができます。 
　機能性から全体的な方向性をイメージできる
と、土地選びや建築家選びもスムーズです。 

「意識」が「形」を作る

Thinking Point

近くにある 離れている

隣接空間レイアウト 3

住宅全体の方向性をイメージ 

2-1
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Beautiful

　「世の中には様々なインテリアがあるけど、正
直、詳しいことはよくわからない」「なんとなく
『こういう感じが好き』と、好みはあるけど、自
分では上手く作れない」こう思われている方も、
多いと思います。私もそうでした。風水スクール
事業のカリキュラム開発でも、インテリアの講座
ができるまで、とても苦労しました。 
　風水設計の家は、家づくりと風水の全体像をつ
かんだ後、理想の建築士を見つけることができれ
ば建てることができます。間取り図の作成スキル
は、素人の領域を著しく越えているので、建築士
の腕に依存する部分が大きいからです。一方、イ
ンテリアはいろんな意味で繊細です。全てをプロ
に丸投げというわけにもいきません。建材、家
具、ファブリックの一つ一つを決める必要があり
ます。その上、そこに統一感が取れている必要が
あります。アート作品としては、極めて難易度の
高いものではないかと思います。 
　インテリアスタイルを理解する上で、風水の陰
陽論が有効であることに気づきました。講座の開
発や実際のデザイン現場で関係者と話し合う際、
陰陽論を使うと説得力がでました。ここでは、 

「インテリアがよくわからない」という方でも、
大まかなスタイルの分類ができるよう、陰陽論を
使って説明します。 
　上記の図では、代表的なインテリアスタイルを
大きく４つに分類し、陰陽の方向性を示しまし
た。縦軸は「重量感」で、氣の重さが変わりま
す。陽性で「軽い」とカジュアルな印象で気持ち
も軽くなり、陰性で「重い」と高級感が出て落ち
着きがあります。横軸は「質感」で、氣の流れる
スピード変わります。陽性の「ツルツル」な質感
は、氣の流れが速く時間も速く感じます。陰性の
「ザラザラ」な質感は、氣の流れがゆるやかで心
も穏やかになります。まずは、上記の４種類の中
から、あなたの好みが何かを見つけ出してみて下
さい。インテリアの陰陽を分析する方法は、第７
章で詳しく解説します。　

デザイン的な方向性

インテリアも陰と陽で考えるLily’s  Eyes

ω・・・ 

心地よさと美しさを併せ持つには
　洗練された心地良く美しい風水インテリアを手
に入れるためには、１）風水理論、２）インテリ
アデザインの２種類の知識とスキルが必要です。 
　インテリアに「調和」という美を創造するた
め、陰陽五行と八方位の鑑定法を使います。 
　美しい空間を作るためには、プロと対話ができ
るそれなりのインテリアデザインの基本的な知識
を身につけておきましょう。 
　インテリアのプロの方は、ご自身の知識とスキ
ルに、数千年の時の洗礼を受けた風水理論を融合
することで、奥の深いデザインプロセスを通し、
新たな世界を提案できるようになります。 

　インテリアの歴史について、基本的なことを学
んでおくと、そのスタイルを生み出した「考え
方」にアプローチできるようになり、インテリア
の見方が変わります。統一感の取れたコーディ
ネートをするためには、インテリアスタイルの特
徴を各インテリアパーツごとにつかみましょう。 
　「おしゃれ」「クラシック」「エレガント」な
どの抽象的なキーワードで検索しても、イメージ
に近いインテリア写真を見つけるのは困難です。　 
　一方、「Rococo」「Neo classical」など具体
的なインテリアスタイルを英語で検索できれば、
理想のイメージ写真を見つけるのも簡単です。 
　直感的に好きな写真をたくさん集めて眺めてみ
ると、自分の好みのスタイルが見えてきます。 
　インテリアにこだわるかどうかで、全体の予算
が大きく変わります。建築予算は「広さ×坪単
価」で概算が出ます。上質なインテリアを求める
場合は、希望する構造の坪単価に30万円程度余
裕をみて、概算を出しておきましょう。家具代も
「10万円/坪」程度準備しておくと安心です。 

上質で美しい暮らしの準備

宇宙の本質

Step1　理想の家をイメージする

Step2　イメージ写真を集める

Step3　インテリアの特徴を捉える

2-2
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Budget 

　設計事務所を決め、図面を描いてもらったら、
「間取りも予算もこんなはずじゃなかった...」と
いうことにならないよう事前の準備が大事です。 
　なぜなら、私が風水師を仕事にした理由にもな
りますが、準備不足で家づくりに失敗し、300万
円の設計料が水に流れていきました。 
　好き放題に要望を出した図面の延床面積は60
坪。様々な事情が重なって、結局その家は建ちま
せんでしたが、家づくりのプロセスで強烈に覚え
ていることがあります。 
　当時、私は掃除片付けが苦手で、収納の中に物
がどんどん増えていきました。「このまま物が増
え続けたら、どうなるんだろう…片付かないのは
収納が少ないからだ！収納の多い家を作ればい
い」と思っていました。 
　デザイン性にこだわって、バリのリゾートスタ
イルの建築デザインを得意とする建築家に設計を
依頼しました。しかし、豪華なウォークインク
ローゼットを備えた60坪の家の図面を見る 
と、私は不安になっていきました。大量の物で散 
乱した家のイメージと、困り果てている自分の姿 
が目に浮かんできたのです。 

　「新しい家が手に入っても、生き方を変えない
限り幸せにはなれない」。私は家づくりを通し、
自分の生き方そのものを変えていく必要があるこ
とを学びました。 
　この後、風水師として多くの方の住まいに関わ
り、家づくりの考え方もずいぶんと変わりまし
た。私の理想とする家は、住宅そのものはできる
だけコンパクトなサイズで維持管理を楽にし、質
のいい建具と家具でインテリアにこだわり、庭が
美しくデザインされた家です。 
　物の選別ができず、収納スペースを増やすため
の床面積の拡大は無駄でしかありません。新築の
コストを抑える方法の一つは、正しい情報を集め
た上でどんな生き方がしたいのか方向性を決め、
設計を依頼する前に心を整えておくことです。 

要望と予算

家づくりの無駄なコストのおさえ方Lily’s  Eyes

ω要望通りの家が建ったとしても、いい家とは
限らない。要望とは生き方で決まるから。 

宇宙の本質

“要望or予算” 優先順位はどっち？

新居への要望まとめ1
　大丈夫。あなただけではありません。家づくり
で、ほぼ100%の人が遭遇する「予算オーバー」
という現実。どうしたらいいでしょうか？ 
　ここで、絶対に順番を間違えないで下さい。ま
ず初めに、あなたの夢を描ききって下さい。でき
ない理由から入ってしまうと、人生の全ての行動
が「できない理由探し」から始まります。 
　家づくりに限らず、何かをスタートとする時
は、まず夢を描ききり、できる理由を一つでも探
して下さい。現実に戻るのはそれからでも遅くあ
りません。夢は大きく描き、そこから優先順位を
決めて、自分の意思で人生の選択をしましょう。 

　新居への要望は、心地よさを再現性をもって意
図的にデザインするための要望と、心地悪い氣の
流れを回避するため、リクエストしないと建築会
社が普通に設計してしまうことを書き出します。 
　風水設計を実現する要望は、琉球風水の空間分
析の知識と経験から導き出されます。この時のた
めに、心地よさと心地悪さの原因を、知識でも感
覚でも身に付けておきましょう。 
　各部屋に必要な家具を全てリストアップして、
大体のサイズも出しておきます。各部屋に何をど
れだけ収納するか、しまうものをリストアップし
て、必要な収納スペースを割り出します。 
　各部屋の要望、家具、収納のイメージできる
と、必要な部屋の広さがわかります。各部屋の広
さを全て出して合計し、それに廊下や壁の厚みな
どの余白分として、２０%プラスした広さが、あ
なたの必要とする床面積です。 
　予算は、延床面積に建築構造別の平均的な坪単
価を掛けると、目安がわかります。全体像を見て
から要望と予算のバランスを整えます。 

心地よさをリクエストする

Thinking Point

家具のリストアップb

広さ 3
予算 4

各部屋の要望 a

収納プランc

例：RC造　30坪✖ 110万円＝3300万円 
・内装の質にこだわる場合の目安 
　平均坪単価➕ 30万円 
・竣工後の家具の予算目安 
　坪✖ 10万円 

・ファブリックコーデ　坪✖ 1.5~2万円 
・その他、家電、植栽など

3
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Architect 

　建築家を決める前段階で目標にしていただきた
いのは、「自分にとって最高の建築家を選べるだ
けの知識とスキルを身につける」ことです。私は
建築士資格は持っていないので、建築については
基本的に素人です。建築家とはある程度の家造り
に関する話ができる知識はありますが、設計図を
描くことはできません。ここは、自分の技術力で
コントロールできないので、技術力をもった方を
選ぶことが、私にとって最も重要な仕事です。施
主様にとっても同じだと思います。 
　建築で最も難しいのは、「その土地にどう家を
配置するか」という建築アウトライン設計です。
風水師として、向きと配置、ゾーニングのディレ
クションは出すことができます。しかし、要望を
出せるのはあくまで方向性だけ。方向性を共有し
た上で、実現可能な設計図を描くのは建築家の仕
事です。自分の力が及ばないので、建築家の力に
委ねます。 
　土地を一緒見て、その後に、向きと配置、ゾー
ニングの風水的なポイントを伝え、一枚目の基本
設計図が出来上がってきます。ポイントを伝えた
後、どのような基本設計図が出来上がってくるの 

か。建築家の技術により大きく差が出ます。建築
家のクリエイティビティを最大限に発揮してもら
えるよう、細かいことは言いません。「風水的に
ここだけは抑えて欲しい」という構造的なポイン
トだけ伝えるようにしています。「1」を伝えて
10倍増量の素晴らしいプラン提案が一発で返って
くる建築家と仕事ができたら人生最高です。 
　これを実現してくれる建築家を見極める手段が
「間取り図の氣の流れ」を解読するスキルです。
ここに、建築家の考え方、さらには生き様が出て
います。人は周波数を持っており、それは考え方
で決まります。考え方の近い人とご縁は簡単につ
ながります。あなたにとって最高の建築家と出会
う一番の近道は、あなたの自身の考え方にありま
す。QOLの高い空間作りができるよう、建築リテ
ラシーを高め、知性を磨いていきましょう。 

設計図が一発で決まる爽快感Lily’s  Eyes

ω・・・

成功する家造りは建築家選び10割
　家造りで最もこだわっていただきたいタイミン
グは、建築家を選ぶ段階です。なぜなら、家造り
の成功は「建築家選び」で決まるからです。 
　建築家選びは、次の３ステップで行います。
１）見た目で直感的に探す、２）間取り図で論理
的に絞る、３）デザイン性で決める。感覚と論
理、右脳と左脳の両方を使うのがポイント。論理
的な判断基準がなく、感覚だけで選ぶのが最も危
険です。感性は大切ですが、論理的な判断基準を
持っていないことが一番の失敗要因です。知識と
して頭に入っている情報と、実践により感覚で体
得した情報も、建築家選びに多いに役立ちます。 

　「建築家を探そう」として目がいくのは、建物
の外観やインテリアの写真でしょう。感性が近い
人は多くを語らずとも、気持ちが伝わることが多
いです。好みのデザインセンスを持っている建築
家が見つかれば、情報をストックしておきます。 
　意匠デザインだけでなく「自然を感じるかどう
か」も、意識して見てみましょう。自然との調
和、周辺環境との共生を心がけているかどうか 
は、デザインからも伝わってきます。 
　氣の流れをどのように設計しているかは、建築
家の「考え方」を表しています。ここで理想との
ズレが大きいと、意思疎通が難しいでしょう。図
面に現れた建築家の考え方を読み取ります。氣の
流れを見る練習をしていれば、一枚の図面で大体
の判断ができると思います。数枚見せてもらる
と、傾向がつかめるでしょう。 
　家具レイアウトの要望は自分で出すことを前提
に、間取りの作り方を7割以上の満足度で絞り込
みます。その中から好みのインテリアスタイルを
実現してくれる方を選ぶとよいでしょう。　 

論理的に絞り感覚で決める

【参考】理想の建築家の見つけ方

宇宙の本質

Public

Step1　見た目で直感的に探す

Step2　間取り図で論理的に絞る

Step3　デザイン性で決める


