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間取りの品格
設計図に秘められた哲学

第3章 

住宅の間取りには、設計されたプロセスの中に哲学がありま
す。間取りの中にある哲学を理解できれば、あなたにとって最
幸の住宅を設計してくれる建築士に出会うことができます。

　風水の「設計テクニック」以前に、風水の「考え方」
を理解していただくため、第1章、第2章で風水の概論を
お伝えしてきました。住宅とは、建築の技術以前に、そ
の根底にある考え方が源となって形が作られています。
風水の良い家を建てたいと思われた方は、まずはじめに
「風水思想」が「あなたの価値観」と合っているかどう
かをご確認ください。同じ価値観を共有している建築士
を選ぶことができれば、風水の良い家を建てることがで
きます。　 
　ザ・リッツ・カールトンホテル元日本支社長の高野登
さんのご著書に、印象的なお言葉がありました。「ブレ
ない価値観と哲学をもち、それに誇りを持っていると
『品格』となって現れる」と。沖縄にもザ・リッツ・カー
ルトンホテルがありますが、スタッフの皆様からも空間
からも「品格」が漂ってきます。間取りの品格とは、設
計者の価値観であり哲学から生まれた出たものです。 
　本章では、風水理論や琉球風水のエッセンスを用い
て、現代住宅の間取りの風水を見抜く方法を解説しま
す。住宅の風水の良し悪しを判断できれば、同時に、風
水的な改善策も導き出すことができます。あなたにとっ
て最幸の家を設計してくれる建築士と出会うために、本
章をお役立ていただければ幸いです。 

Reading a  Plan of  the House
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How to Check
　住宅の風水は「間取り図」と「現場」の両面か
ら見ていきます。間取り図からは氣の流れやゾー
ニングをつかみ取ることができます。現場では、
感覚でしかわからないことや、二次元的な平面図
では読み取れない立体的な要素を確認することが
できます。 
　「間取り図」では、全体的な氣の流れ、陰陽バ
ランス、風水的に最適な家具配置を見てます。暮
らし心地の良し悪しは間取り図からわかります。
「現場」では、五感で感じる情報から風水を読み
取ります。同じ空間でも「意識の向け方」が変わ
るだけで「感じ方」が変わります。 

　 

　間取り図や建築などの「物質」レベルで氣の流
れを見ていくと、次第に設計者の「意図」が理解
できるようになります。物質レベルで、自然と調
和し、生活動線がよく、居心地の良い空間は、そ
れが意図して空間が設計されています。「誰に設
計してもらうのか」を決める時が、家造りの成功
の10割が決まる最も重要な瞬間。設計会社を決
める前に「判断基準」を持つことが大切です。 
　本章では、『部分的』な氣の流れも見えるよ
う、各空間ごとの氣の流れの判断基準を解説しま
す。居心地の良い空間とはどんな空間かがわかり
ます。第1章で紹介した氣の流れの鑑定と陰陽方
位鑑定のワークシートもご活用下さい。鑑定図面
からは『全体的』な情報を得ることができます。 
　住宅の設計に入る前に、既存住宅の風水を判断
できると、安心して家づくりを進めることができ
ます。本章では、各空間の風水チェックポイント
をまとめました。チェックシートを使ってご自宅
の間取りをチェックしながら、風水改善策も考え
てみましょう。

物質を見て、考え方を読む

間取りの風水の見方

　図面から設計者の意図を読み取るためには、い
くつかポイントがあります。設計会社や建築家を
選ぶ時の参考になさって下さい。間取り図を見る
時は普段の生活をイメージし、玄関からみていき
ます。玄関から住宅に入る氣の流れは、最も重要
です。玄関ドアの目の前にトイレのドアがある、
玄関ドアを開けたらLDが丸見えになるような間
取りは要注意です。風水的に氣の流れが整った住
宅の設計図を描くのは難しいと言えます。「玄
関」という空間に対する「考え方」が設計図に現
れているからです。玄関は家の顔ですので重要な
空間です。しかし、「通り過ぎるだけだから、狭
くて暗くても大丈夫」「プライバシーが守られて
いなくても氣にしない」「トイレの臭いや音が玄
関に漏れても問題ない」という考え方の場合、そ
のような生き方に適した間取りになります。 
　次に、水回りと収納の作り方を見ます。各部屋
から水回りへのつながりを見た時、プライベート
が守られているか。収納は適所適量のスペースが
きちんと確保されているか見てみましょう。暮ら
し心地の良さに対する気遣いは、特に、水回りと
収納に顕著に出てきます。　 

　氣の流れの鑑定を続けていると、間取り図から
心地よさを判断することが、確実にできるように
なります。私の場合は、気がついたらできるよう
になっていました。琉球風水の勉強を始めてから
１～２年位だったと思います。 
　強烈に印象に残っているのは、歯医者の待合室
でたまたま手にとった建築の本を読んでいた時の
ことです。沖縄の建築家の作品が50点くらい集め
られた本でした。なんとなくパラパラと眺めいた
だけなのですが、美しい琉球風水設計の図面を見
つけました。ほんの数秒のことでした。あの時の
感激は、今も覚えています。建築家の名前を見て
みると、門（じょう）一級建築士事務所の金城司
さんでした。いつかお会いしてみたいとずっと
思っていたところ、その後、金城さんと新築の設
計をご一緒する機会に恵まれることになります。 

数秒あれば理想の図面は見つかるLily’s  Eyes

ω考え方が近いということは、周波数が近いと
いうこと。考え方次第でご縁はつながる。

宇宙の本質

Focus Point

建築や間取りなどの氣の流れを読み取ること
ができれば、暮らし心地よさが判断できる

暮らし心地の良さの内側には、設計者の意図
や傾向となる哲学が隠されている

物　質

考え方

間取りを見る時の判断基準は？



00STEP◉　ああああああああああああああ00

Entrance
玄関

　玄関の理想的な氣の流れは、琉球民家の門とヒ
ンプンから学んだS字動線です。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。2つのラインの氣の流れ
をみて下さい。一つは、門から玄関ドアへのアプ
ローチ。もう一つは、玄関ドアから家の内側へと
つながるラインです。 
　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。
氣の入口である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。この間取りは致命傷です。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。 
　玄関に十分な収納スペースは確保されているで
しょうか。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
★間取り図でチェック 

□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 

□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 

□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・S字ライン

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

間取りの品格チェックリスト
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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。家を建てる時には、漏財宅
を作っている設計会社を選ばないように。 

　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
るところでもあります。 

トイレの配置で財運は決まる

2
★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 

□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 

□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 

□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 

●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。

間取りの品格チェックリスト
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Bath Room
洗面所・浴室

　洗面所と浴室は、プライベート空間です。住宅
の奥側に配置されていると理想的です。来客の動
線や視線を気にする必要がなく、プライバシーが
がまもられているでしょうか。トイレ同様、浴室
の配置が漏財宅になっていないか、まず確認を。
住宅の中心に浴槽がある間取り、玄関ドアの正面
に浴室のドアがある間取りは致命傷です。 
　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
も生活できるかどうかを見てみましょう。 
　洗濯動線もチェック。洗濯機と物干し場との動
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建てないこと。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、空気の質が落ちます。 
　洗面台や浴室は、健康と美と向き合う空間で
す。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に
なります。 

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 

□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 

□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 

●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 

□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 

□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 

□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

3 間取りの品格チェックリスト
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背後の入口は避ける

Kitchen
キッチン

　キッチンは生命を育む聖域であり、LDとつな
がりつつもプライベート性の高い空間です。住
宅の奥側にあると安心です。洗面所や浴室は基
本的に汚れを落とす場で、衰退した氣が排出さ
れる空間。料理と洗濯の家事動線の良さは重要
ですが、水回りの不浄な氣がキッチンに入りこ
んでいないか、氣の流れを見てみましょう。 
　玄関から冷蔵庫への買物動線、LDとの飲食に
関する動線が良いと毎日が快適です。さらに、
配膳や後片付けなど、お手伝いをしてもらいや
すいのはどんなキッチンでしょうか。「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」こんなキッ
チンは、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と、安心感の
ある毎日を送ることができます。 
　キッチンは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
適に使えて、十分な収納スペースとゴミ箱を置
く場所はありますか。設備のデザイン性の美し
さにもこだわりたい場所です。 

生命エネルギーを入れる聖域

4
★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 

□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。 

□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

□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 

運勢：健康運 
人体：肺・胃・食堂 

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。

間取りの品格チェックリスト
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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
も枕の方位を見ますが、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、家を建
ててからでは、修正できません。しかし、最初の
設計図を作成する時点で正しい知識があれば、風 

水の良い寝室をつくることができます。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の立方体が、理想的
な寝室の形です。頭上の梁、斜め天井は、眠って
いる間に悪い氣を受け続けます。悪夢を見るなど
眠り質が下がります。柱が張り出し角が寝ている
身体に向かっている場合は、体に不調が出ること
があります。角をコーナーガードで保護します。
地震が起きても不安がないよう、背の高い家具は
置かないように。造り付け収納が安全です。 

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、柱や
家具により寝ている身体に向かう鬼角はな
い。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1.5
ｍ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

5 間取りの品格チェックリスト
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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）

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するLily’s  Eyes

　「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

➡
AC AC

AC

A
C

A
C
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Study Room
書斎

　ここでは、書斎や勉強部屋などデスクワークス
ペースについて話します。「座る場所」に風水の
四神相応の考え方を当てはめることで、理想的な
机の配置と向きを決めることができます。風水レ
イアウトでデスクワークスペースをつくると、安
心感が得られるので、集中力が上がります。書斎
や子ども部屋の間取りを見る時は、理想的な机の
置き方をイメージします。 
　四神相応の考え方はシンプルです。背中に玄 
武となる壁、前方に朱雀となるドアを探します。
背後が壁に守られ、前から入ってくる人がすぐに
見える環境は、無意識レベルで安心できます。 

　日本では「机は壁や窓に向けるも」のと考えて
いる方が多いようです。しかし、背後にドアがあ
る環境や、背後に人が通るような環境は、精神面
でも情報面でもセキュリティが弱くなります。 
　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
★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。目の前と背後に、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

玄武

玄
武

朱雀

朱
雀 v

v

間取りの品格チェックリスト
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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

ドアの対角線上に持ってこない

　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の書斎

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
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Living & Dining 
LD

　LDはパブリック空間。玄関から近い動線が理
想です。しかし、玄関ドアを開けると同時にリビ
ングが丸みえの間取りは、落ち着きません。トイ
レや個室などのプライベート空間の前を通らず
に、玄関からLDへ向かえるように動線が描かれ
ていると、プライバシーが守られています。　　 
　リビングはソファの配置次第で、快適さが決ま
ります。TV配線の位置により、自ずとソファの
配置も決まるでしょう。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。 
ソファの背後が壁だと安心ですが、開放的な空間 
で四神相応の考え方にこだわると、置き場がなく 

なります。ソファとダイニングチェアの真後に入
口がこないよう、ここだけは守って下さい。真後
にドアが来ると長く座っていられないため、家族
の会話が少なくなります。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
★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いる。片
付く仕組み、ディスプレイ環境ができている 

●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。

間取りの品格チェックリスト
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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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Judgment 
改善策が浮かんでくれば合格◎

　それでは、間取り図の風水をみていきます。氣
の流れの鑑定と陰陽方位鑑定を使い、全体と部分
を行き来しながら3ステップでチェックします。
手順は、１）住宅の形と漏財宅のチェック、２）
陰陽論から全体のゾーニングのチェック、３）氣
の流れから全体の部屋のつながりと家具レイアウ
トのチェックです。 
　住み心地の良い家を選ぶ精度を上げるために必
要なものは、正しい知識と実践トレーニングで
す。まずは、氣の流れの鑑定と陰陽方位鑑定を実
際に使い、自分なりに間取りの風水判断にトライ
してみましょう。 

　第1ステップは「住宅の形と漏財宅」のチェッ
ク。これは、見た瞬間にわかります。第2ステッ
プの「全体的なゾーニング」は、陰陽方位鑑定を
使います。方位と空間の相性は参考程度に、プラ
イベート空間とパブリック空間の分け方と、プラ
イベートが守られているかに注目します。 
　第3ステップは「氣の流れ」のチェックです。
はじめに、全体的な氣の流れを見ます。続いて、
図面に理想的な家具の風水レイアウトを描き込ん
で下さい。各空間の理想的な家具配置は本章で詳
しく解説しています。家具が入ると、部分的な氣
の流れと全体的な氣の流れが融合します。人の動
き方が見えてくると、生活動線や部屋の居心地の
良し悪しがわかります。 
　風水レイアウトで家具を描き込んでいくと、
「図面のここを修正すれば、風水の良い間取りに
なるのに」「ベッドを壁に向けたいから、ここに
窓がなければいいのに」など間取りの改善策が浮
かび上がってくるでしょう。これができると、あ
なたも氣の流れが見えるようになっています。

氣の流れを見る目を鍛える

【実践】間取り図の風水チェック

　新築・リフォームの設計に風水を取り入れたい
場合、1~3年前から風水を学ぶと安心です。間取
り設計やトータルコーディネートは、風水術の中
でも難易度の高いもの。テニスに例えるなら「試
合に出る」のと同じです。テニスが上手くなりた
いと思ったら、まず、ストロークが打てるように
素振りや筋トレで体を鍛えます。次に、試合の全
体の流れを把握し、試合に出場しますよね。建築
に風水を取り入れる時も、まず、土台を築いてか
らチャレンジしましょう。そして、得点できる技
術をひとつひとつ磨くことが大切です。 
　間取り図のチェックは、最初はよくわからない
かもしれません。しかし、回数を重ねるごとに、
より早く氣の流れの良し悪しが判断できるように
なってきます。まずは、10枚くらい、氣の流れを
見る目を鍛えるための練習をしてみて下さい。氣
の流れを見ていると、設計者の意図がだんだんわ
かるようになります。暮らし心地よく住まうため
に、家事動線や家具を置いた時の居心地の良さに
まで氣を使っているかが、伝わってきます。 
　本書は、施主様が間取り図から住宅の住み心地
の良さを判断できるようになることを目的に、第 

二章と第三章を構成しました。本書を参考に、間
取り図から住み心地の良さを見抜く練習を、積み
重ねていただければと思います。練習すれば、誰
でも、間取り図から買ってはいけない間取りの
「判断基準」を身につけることができます。 
　本書に書いた以外にも、多数の風水の法則が存
在します。本によって答えも違います。完璧に風
水を取り入れようとするのは避けたほうが無難で
す。設計が迷走してプランがなかなか出来上がら
ない方もいます。風水が目的になってしまい、住
み心地を犠牲にした間取りが出来上がることもあ
ります。漏財宅などの致命傷以外、多少上手くい
かないことがあっても氣にしないように。風水は
ポイント制だと考えて下さい。満点は難しくて
も、より高い点数が取れればOKです。 

完璧ではなく得点が高ければOKLily’s  Eyes

ω得点できる技をひとつひとつ磨くこと。大成
功とは、小さな成功の積み重ね。

宇宙の本質

Step1　住宅の形と漏財宅

Step2　全体的なゾーニング

Step3　生活動線と家具配置

Public

Private

暮らし心地の良さをチェック
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Architecture

物件見学会はここを見て！Lily’s  Eyes

現場で受け取る直感を大切に
　風水師の仕事をしていると「間取り図をみて下
さい」というご相談が多いのですが、実際は、現
場のほうが何倍もの風水情報があります。 
　風水の良し悪しを判断する材料は、１）間取
り、２）インテリア、３）暮らし方の3種類で
す。間取り図からは読み取ることができるのは
「間取り」だけです。「インテリア」や「暮らし
方」は現場でしか読み取ることができません。 
　間取り図を読み取るための理論や知識と、現場
で身体感覚により氣を感じる力。この両面から住
宅を見た上で、住む人の価値観に合った住まいが
風水の良い住まいです。 

　現場では五感で受け取る情報を大切にして下さ
い。そこにいると直感的に「どんな感情になる
か」に意識を向けます。「心地よい」「癒やされ
る」といったポジティブな感情になれば、風水が
良い環境です。一方、「なんとなく心地悪い」「ど
ちらでもない」という場合、風水的な問題があり
ます。原因を突き止め、改善策を考えましょう。 
　現代住宅で見かける典型的な風水の悪い構造が
あります。斜め天井、眠る場所や座る場所の頭上
の梁、身体に向かう鬼角（壁の張り出しの鋭く
尖った角）などです。氣の流れの良い空間かどう
かは、家具配置が大きく影響します。長い時間過
ごすベッドや椅子などの家具が、氣の流れの悪い
場所にしか配置できない家は、住み心地が悪くな
ります。 
　本章で紹介する風水の悪い環境が「本当に心地
悪いのか」、家具を配置してみればわかります。
すぐに改善できる家具配置があれば、実践して下
さい。「向きを変えるだけでこんなに世界が変わ
るの！？」と、氣の流れの変化を体感できます。 

氣の流れは誰でも体感できる

【実践】現場の風水チェック

ω
宇宙の本質

　現地見学会に参加する時は、現場で風水チェッ
クポイントを意識して見ていくと、居心地の良い
家を見抜くことができます。その場で、氣の流れ
の快・不快を体感してみましょう。風水の初心者
でも、意識をすることで、「氣」を感じることが
できます。 
　玄関を入ったら、広さ、明るさ、空気の質を意
識します。玄関に入った瞬間、「好き」か「嫌い」
か、自分と対話してみましょう。玄関を入った
ら、まず、何が目に入りますか？玄関を入って、
視線が向かい留まる場所があります。そこに、目
に入ってほしくないものが見えるような間取り
は、快適とは感じないでしょう。玄関ドアの目の
前に、何が見えますか？それを見てどんな感じが
するか、問いかけてみてください。お花やアート
など、美しいディスプレイがあれば素敵な家だな
と思うでしょう。一方、トイレ、キッチンなどの
水回りが丸見え、LDが丸見えになっているよう
な間取りであれば、どんな感じがするでしょう
か。自分自身が何を快適と感じるかを意識するこ
とで、心地よい家かどうかもわかります。 
　LDに入ったら、ソファやダイニングチェアを置 

く場所に実際に立ってみて下さい。あなたはそこ
で、何を見て暮らすのでしょうか？背後はどう
なっていますか？ドアが真後のある場所に立って
みて下さい。落ち着かない気持ちになり、ずっと
座っていたいと思わない場所であることを感じと
ることができます。寝室では、ベッドの配置をイ
メージして、眠る場所に立ち、氣を感じてみま
す。頭上に窓や梁があれば、穏やかな気持にはな
らないことを感じることができます。 
　本章を参考に、各部屋のチェックポイントを意
識して感じてみてください。居心地の良さは、住
んでみてから数ヶ月たってわかるものです。見学
会のような短時間の滞在の場合、意識しないと感
じとることができません。意識を向ける方向を変
えるだけで、見える世界が変わります。現場で氣
を感じ取り、心地よさを確認して下さい。 

意識が変われば、見える世界も変わる。脳の
RAS機能を活用せよ。

間取り（家具配置）の風水

インテリアの風水

暮らし方の風水

人の生活に例えると… 
【外科医術・整骨】 

・性質・役割 
形が決まると変化しない 
土台・環境・機能性 
高い専門性 

間取り図から見えてくる情報で
あり、現地でもわかる。間取り
図からは論理で読み取り、現地
では知識＋感覚で読み取る。

人の生活に例えると… 
【美容・ファッション】 

・性質・役割 
美しい彩りの変化を楽しむ 
美意識・デザイン性 
感性・プロの力 

間取り図からは見えてこない情
報。現地で視覚的、感覚的に読
み取る情報。

人の生活に例えると… 
【生活習慣】 

・性質・役割 
毎日の行動で少しずつ変化 
思考習慣・行動習慣 
自己管理 

間取り図からも見えず、モデル
ルームなど人が住んでいない家
では見えてこない情報。自宅の
風水を見るときだけわかる。
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How to Feel 
【実践】風水を読み取る

　「感覚と論理を一体化させる」これが、風水判
断の精度を上げるコツです。「五感で情報を受取
ると同時に直感でイメージがわき、イメージを瞬
間的に論理で解釈する」これが、間取り図を見る
時に、風水師の脳内で起きるプロセスです。身体
感覚で空間から「氣」が伝わってきます。論理的
思考から間取り図の「意図」がわかります。 
　風水師とは氣をあやつる仕事。氣とはとても感
覚的なものです。感覚的に心地よい、心地悪いと
いうのは、ほとんどの人が感じ取ることができま
す。しかし、「心地よさはどのようにして作られ 
るのか」その理由がわからないと、間取り図をみ 

ても氣の流れの良し悪しが判断できません。 
　家を建てる時は、一緒に住む家族や、建築士と
イメージを共有する必要があります。「理想のイ
メージを言語化できること」これが家づくり成功
の秘訣です。氣の流れを身体感覚で理解する。氣
の流れを法則を論理で理解する。感覚と論理から
理解できれば、設計者の考え方を読み取ることが
でき、最幸の図面を見つけることができます。 
　右頁にワークシートを準備しました。建物や間
取り図を見て、心地よさの理由を言葉にできるか
考えてみて下さい。まずは、ご自宅のお部屋と間
取り図を見ながら、書いてみましょう。 

あなたに見つけてもらいたい

氣の流れ確認シートWorksheet
①身体感覚で、空間の心地よさを読み解く 
感覚的に空間の氣の流れを感じて下さい。心地よい理由、心地悪い原因を言葉で表現できますか？ 
　□表現できる　　　　　　□よくわからない　　　　　　 

★理由を書いてみましょう。 

②間取り図を見て、論理で心地よさを読み解く 
間取り図をみて、その物件の心地よい理由、心地悪い原因を言葉で表現できますか？ 
　□表現できる　　　　　　□よくわからない　　　 

★理由を書いてみましょう。 

③間取りに心を傾け、設計者の考え方を読み取る 
間取りをみて、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 
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Functional
【風水改善法】機能性を高める リフォーム内容が想定できるチェックリスト 

【機能性を良くする対処法】

　これまでの内容を読み、ご自宅の風水チェック
をされてきた方も多いと思います。住まいの中で
無意識で感じ取っている不調和の気づかれた方
は、琉球風水の知恵を新しい空間作りにお役立て
下さい。家は購入がゴールではありません。購入
後も、壁紙や家具は10年、水回りは15年～30年
で寿命が来てリフォームが必要になります。 
　古くなったものを新しくするだけでも、心地よ
くなります。しかし、リフォームする時は、住み
心地の良くなる家にできるチャンス。風水を、住
み心地がよくなるプランを立てるためのアイデア
として、ご活用いただければと思います。 

　機能性追求リフォームは、人に例えると骨格を
整え、内面を美しくするイメージです。一方、次
に紹介するデザイン性追求リフォームは、ファッ
ションやヘアメイクなど外見にも氣を配り、より
美しく生きるイメージです。まず初めに、内面を
美しくしてから、外見も輝かせて下さい。 
　なんとなく心地悪い理由は、ある程度明確に
なっていると思います。さらに、「どれだけの規
模でリフォームすれば理想の住まいが手に入るの
か」見積もることができるよう、チェックリスト
をご準備しました。まず、機能性を高めるために
必要なリフォームは何かをご確認下さい。 

何をどうすれば心地よくなるのか

Check List

機能的な問題 対処法

□ ゾーニングや間取り配置に不具合がある

住宅中心の漏財宅は設備の移動と、それに伴う壁、
ドアの移動。玄関正面の漏財宅はドアの位置を替える
か、全体を移動。その他の間取り配置変更には、
壁、ドア、水道配管などの移動、取替が伴う

□ 洋室、和室の種類が暮らしに合っていない 壁、建具、床、収納の交換、移動

□ ドア、壁、柱、窓の位置に問題がある
壁、ドアの移動。鬼角の柱はコーナーガードをつけ
る。鬼角の家具はアールを入れる。ベッドの頭上の
窓、ワークデスク背面の窓には、木製の内窓を設置

□ 天井、床の形状に問題がある
斜め天井や梁があれば水平天井を新たに貼る、頭上
の梁は梁を隠す壁を作る

□ 造り付けの家具に問題がある 造り付け家具の撤去、新設

□ 収納が適切な場所にない。収納量が足りていない
造り付けの収納家具を作る、移動する、収納家具を
買う

□ 壁紙・設備など見えるところ、配管などの見えな
い所の老朽化してるものが手入れされていない

新品と交換

□ 有害物質を含んだ建材や家具がある 抗酸化スプレーでコーティング

□ エアコンの配置が不適切な場所あり心地悪い
エアコンの配置変え、穴を塞ぐ、開ける、コンセント
の位置の変更

□ ベッドの頭を向ける壁に、電気配線、水道配管が
通っている

電磁波対策を取る、壁を作るなど

□ 電気コンセントが枕元の1.5m以内にある コンセントの配置変更、電磁波対策を取る

□ 各部屋のコンセント、アース、TV配線、電話配
線、LANケーブルの配置が不便な位置にある 配線やコンセント配置の変更

□ 照明器具のソケットが不適切な場所にある 電気配線、照明器具の種類変更

□ 家具の置き方の安全性が低い

家具の処分、買い替え、買い足し□ 不要な家具、必要な家具が選択できていない

□ 家具のサイズが合っていない

□ 鏡の配置に問題がある

寝室のドレッサー：専用カバーを作る 
寝室の壁掛け姿見：ロールスクリーンをつける 
造り付け収納家具についた鏡：撤去、取替 

※寝室の鏡は眠る時だけ隠せば良い
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Beautiful 
【風水改善法】デザイン性を高める リフォーム内容が想定できるチェックリスト 

【デザイン性を良くする対処法】

　機能性を高めるだけでも、心地よさと幸福感が
もたらされます。さらに、デザイン性にもこだわ
ると、より深く感情に働きかけ、右脳も活性化し
ます。デザイン性を高めるのも、新築・リフォー
ムのタイミングが最適です。 
　インテリアの美を最も困難にするのは、気に
入っていない手持ちの家具や建材をなんとか活か
そうとするマインドです。時間と労力をかけても
結果が出ません。インテリアは全体の調和が取れ
ることで、初めて美しさが生まれます。新築・リ
フォーム時は、全体の調和を目指しましょう。 
　デザイン性追求フォームは、家具や建材を選ぶ 

時、一つ一つ丁寧に選んで下さい。例えば、機能
的な問題で収納量が足らなかったとします。この
時、量販店の安価な家具を購入して、それをリビ
ングの主役とするのか。デザイン性の高い上質な
造り付けの収納家具を製作するのか。選択次第
で、全く違う印象の部屋になります、 
　新築やリフォームを「自分でやるものではない
から業者に依頼すればいい」と思っている方も多
いと思います。しかし、プランを良いか悪いかを
判断するのは施主です。施主の要望どおりにしか
なりません。明確な判断基準をもってプランを決
定できるようチェックリストをお役立て下さい。 

イケてない空間が素敵に変わる！

Check List

デザイン的な問題 対処法

□ インテリアテイスト全体が統一されていない 統一感を崩しているアイティムを買い換える

□ 色や柄の陰陽バランスの方向性が、部屋の機能に
関わる得たい感情と合ってない

壁、建具、床、家具、カーテンなどのベースカラー、
テーマカラーのアイティムを取り替え

□ 家具と建具に統一感がない 統一感を崩しているアイティムを買い換える

□ 家具と建具に、主役感・上質感がない 家具の処分、買い替え、買い足し

□ 家具と建具の素材による氣の流れは悪い 家具、建具の処分、買い替え、買い足し

□ 収納家具はインテリア全体の統一感やデザイン性
にまで配慮されていない 家具の処分、買い替え、買い足し

□ 壁紙、床が家具を引き立てていない。調和してい
ない

壁紙、床の貼り替え

□ 照明デザイン、天井が全体と調和していない
照明器具の買い替え、天井の貼り替え、メダリオン
の追加

□ カーテンが全体と調和していない カーテン、カーテンレール、タッセルの買い替え

□ クッションやテーブルクロス、フットスローなど
のファブリックが、アクセントとしてインテリアに華
を添えていない

ファブリックのトータルコーディネートプランニング
と買い替え、買い足し

□ 家電はインテリアと調和しておらず統一感がない 家電の処分、買い替え、買い足し

□ ディスプレイのスペースが確保できていない

ディスプレイスペースを確保し、コンソールテーブ
ル、チェスト、マントルピースを設置。アートや鏡を
飾るための壁の補強。ディスプレイを際立たせるため
の照明設備の準備

※なお、本書で紹介する対処法は一般的なケースであり。全ての家に当てはまるとは限りません。状況によっ
ては別の方法が適している場合もあります。本書は対処法の実践による責任は一切負いません。個人の責任の
範囲内で、ご実践下さい。
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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。琉球風水は建築設計に強く、外科的な治療方
針を決めるのが仕事。手術が始まる前の治療方針
決定で利用するのが賢い使い方です。 
　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 

外科的な治療方針を決める仕事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。「投薬した
けど全く良くならない」「薬でむしろ悪化した」
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。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。左の
チャートを見るとわかるように、風水空間デザイ
ンのプロセスは医療システムとよく似ています。 
　一般的な風水相談は、④鑑定結果報告か⑤改善
案の提案までです。私が重視しているのは、現在
の風水の良し悪しではなく、風水の良い設計プラ
ンが描けるかどうかです。土地の風水はアウトラ
イン設計プランを描いて判断し、リフォームは風
水改善プランを描いて判断します。新築は1枚目
の設計図に風水を入れ込んで設計します。現実的
に風水デザインができるかどうかで判断するの
が、琉球風水の空間デザインの特徴です。

医療の2ndオピニオン

【参考】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
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Destiny

ω
宇宙の本質

間取り図の自由研究の時間
　新築住宅の運命が決まる瞬間。それは、「誰に
依頼するか」設計会社を決める時です。風水設計
がスムーズに進む条件は、風水の良い家を建てら
れる設計会社を選ぶことです。そのためには、心
地よい家がどのような家かを、あなたが理解して
おく必要があります。設計をスタートしてから風
水を見るのでは、時間が足りません。 
　家づくりに限らず、知識のないこと、経験のな
いことは、一度目のトライは失敗します。間取り
図のチェックは何度トライしても無料です。車の
運転免許のように、必要な知識とスキルを習得し
てから、家づくりに臨むと安心です。 

　「賃貸と持ち家、どっちがお得？」というト
ピックが話題になります。お金の視点、ライフス
タイルの視点など、視点によって答えも変わりま
す。風水師の私の意見は「住宅の知識もない状態
で、持ち家を買わない」です。 
　持ち家を買うなら、住宅の快適さについて知識
があることを前提に、賃貸を2～3回経験するの
がお薦めです。知識がないと、「心地よいのか」
「心地悪いのか」判断できません。脳が意識でき
ないからです。賃貸を数回お勧めするのは、誰で
も一回目は失敗して当たり前だから。賃貸は「心
地よい家を選ぶ練習をする」ことが目的です。住
み心地の悪さに気づくには、数年かかります。 
　持ち家を買ってしまい、数年住んでから心地悪
いことに気づいた場合、その修繕コストは莫大で
す。快適さの知識なく持ち家を買うのは、ギャン
ブルと同じくらいリスクの高い行動なんです。 
　注文住宅の場合、設計がスタートする1枚目の
設計図で、家づくりの運命も決まります。健康体
の図面からスタートすることが成功の鍵です。 

賃貸 vs 持ち家　風水師の考え

【参考】運命が決まる決断の前に

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。第2章で紹介したチェックリス
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


