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Design Flow 
Step 0　コンセプト設計

Step1　アウトライン設計

Step2　間取り設計

Step3　インテリアデザイン

Priority 1　理論

Priority 2 　琉球風水

Priority 3　間取りのチェック

準備編

設計編
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人生の方向性を決める

建築の方向性を決める 
【設計段階：基本設計】

毎日の暮らしが心地よい 
【設計段階：基本設計】

美しく暮らす 
【設計段階：基本設計・実施設計】

風水空間プロデュースの全体像
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The Old and the New Wisdom
300年前なのに最先端！
琉球風水と脳科学

第1章 

古代中国哲学を源流とする「風水思想」は、現代の脳科学か
らも解読できます。琉球王国で300年前に使われていた琉球風
水の技術を、古典と現代科学の考え方から解説します。 

　「風水は様々な流派があり、何が本当かわからない」
と思っている方も多いと思います。確かに、流派によっ
て何を吉とするかに違いがあり、地域によっても異なり
ます。しかし、実はこれらの違いは表面的なもので、大
きな問題ではありません。というのも、風水を仕事にす
る者のほとんどは、同じ原理原則を支持しています。風
水術の深いところにある「本質」の部分は共通していま
す。本章では、風水の基本概念と、それを住環境にどう
生かすのか、風水術の使い方を解説します。 
　数千年の歴史をもつ風水を古くさいと感じる方もいら
しゃるかもしれません。しかし、風水実践の効果は、現
代の脳科学で解説できる部分もたくさんあります。なぜ
なら、風水の良い環境は、私たちの脳が無意識レベルで
喜ぶように作られるからです。脳は五感を通して受け
取った情報により、頭で考える前に、脳内ホルモンを分
泌します。つまり、感覚的にポジティブな情報を環境か
ら受け取るだけで、人は「幸せ」を感じるのです。琉球
風水は五感で「心地よい」と感じる空間を、再現性高く
設計できる技術をもっています。目には見えない心地よ
さを設計するための風水鑑定法は4種類あります。それぞ
れの考え方と鑑定法の解説に加え、ワークシートも準備
しました。考え方を学び、風水鑑定もお楽しみ下さい。
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　14世紀には琉球に伝わっていた風水ですが、
17世紀後半までは、本格的に風水術を使える人は
いませんでした。1667年に周国俊が福建に留学
し、風水を学んで帰国したのが琉球における風水
師の始まりのようです。最も有名な風水師は蔡温
（1682～1761年）。1708年から福建に渡り、劉
斎に師事。約2年の留学の後、風水の秘書と羅盤
を持ち帰り、総理大臣のようなポジションで、国
家政策に風水を取り入れていきます。 
　王朝時代の風水鑑定の内容は、王府の歴史編纂
書「球陽」の中などにみることができます。当時
の風水師は、形勢法をメインに方位鑑定も織り交
ぜ、王城や集落の風水鑑定を行いました。しか
し、残念ながらどんな風水書を持ち帰り、具体的
にどの風水鑑定法を使ったのか、記録は残ってい
ません。 
　幸いなことに、ここ沖縄では、首里城が復元さ
れ、だいぶ失われたものの風水師が設計した集落
が残っています。私の琉球風水の研究は、風水鑑
定が行われたであろう現場へ足を運び、その場で
氣を感じること。風水術に関しては、中国伝統風
水の専門書を読み、その風水術と沖縄の風景を結 

びつけ、琉球風水を解読しています。「膨大な謎
解きの楽しみを与えられた」と思っています。 
　風水空間デザインが目指す外観や内装の意匠デ
ザインは、首里城や琉球民家の見た目を真似るこ
とではありません。時代の流れの中で、好まれる
形が、昔と今では違うからです。琉球王朝時代の
風水も、時代の流れの中で進化していきました。
では、一体、琉球風水から生まれた風水空間デザ 
インは、何を目指しているのでしょうか。それ
は、風水思想を現実レベルで国家政策に取り入れ
た先人の偉業を次世代へつないでいくことです。
風水空間デザインが最も大切にしているのは、琉
球の国造りで軸となった『自然と調和する風水思
想』です。「物質」は時の流れの中で消えてなく
なりますが、「思想」は時を越えて受け継がれて
いくからです。 

History  

自然と調和する風水思想を未来へLily’s  Eyes

ω先人からの贈り物に気づき、バトンを受け
取った者の使命は、次世代へつなぐこと

宇宙の本質

一体、風水とは何が正解なのか？
　穏やかなそよ風、森の中に差し込む木漏れ日な
ど、自然の良い氣にふれた時幸せな気持ちになり
ませんか。「心地よい」と感じる時、そこには理
由があります。自然界が調和する法則を解き明か
そうとしたのが、風水の基本概念です。 
　風水は流派により鑑定結果が異なります。鑑定
結果の違いが何から生まれるか。それは、原理原
則の解釈の違いです。どう解釈するかは、その人
の美学や哲学に影響されます。風水にただ一つの
答えはありません。風水判断で大切なことは「考
え方の軸」を持つこと。歴史に学び、基本概念を
理解できれば、判断基準を持つことができます。 

　風水には長い歴史がありますが、起源となって
いるのは、地勢から氣の流れをみる「形勢派」で
す。中国が宋の時代になると、自然界の時間の運
行の変化を読み解くため、中心に方位磁石が入っ
た羅盤が発明されました。羅盤を使った「方位
派」が主流になる時代もありますが、どちらかが
正しいということではありません。9～11世紀に
かけ、形勢派、方位派の風水術が体系化された
後、両者は融合し、風水は大いに発展しました。 
　流派の境界を越え、風水には基本となる概念が
あります。代表的なものが、四神相応、陰陽、五
行、八卦です。本章で、それぞれの概念を解説し
ます。これらの概念を住宅設計に活用するための
鑑定法があります。風水空間デザインで住宅の設
計をする時に、実際に使っている４つの鑑定法を
解説します。１）氣の流れの鑑定、２）陰陽鑑
定、３）個別運勢方位鑑定、４）八方位鑑定で
す。日本では馴染みのない「形勢法」をメインに
使います。氣の流れを崩さない範囲で「方位鑑
定」の結果にも配慮し、総合的に判断します。

風水は形勢と方位の融合

風水概論

風水と風水伝来の歴史
【BC4000年以前「風水の起源」】 
墓の中に、左に龍右に白虎のシンボルがあった。 

【BC2700年頃「方位磁石の発明」】 
黄河一体の支配者、黄帝は、九天玄女（中国神話
の天女）から方位磁石の作り方を教わった。 

【AC3世紀頃 （晋）「最初の風水実践書」】 
郭璞の『葬経』の一文が「風水」の言葉の起源。
先祖の埋葬地を選ぶ最良の地形を述べている。 

【 7世紀～9世紀（随・唐） 遣隋使・遣唐使】 
教養の一つとして日本に風水が持ち帰られた。9
世紀に遣唐使廃止。日本風水は独自に発展。 

【 9世紀頃（唐） 形勢派（江西学派）誕生】 
古典的な龍脈の理論を受け継ぎ、山の形、水の流
れなどの地勢を重視する風水を唱えた。 

【 11世紀（宋） 方位派（福建学派）誕生】 
羅針盤が発明される。年月日、季節を方位に置き
かえ、羅針盤で読み取り風水判断を行った。 

【14世紀（明・清）以降　両派の融合】 
形勢派でも羅盤を使い、方位派でも形勢法が使わ
れるように。風水は大いに発展。 

【17～19世紀（清）琉球から福建へ留学】 
役人を福建へ風水留学させ、最新の風水術を持ち
帰った。羅盤を持ち帰り国策に風水が使われた。 

【18世紀（清）中国から日本へ書物が入る】 
鎖国であったが江戸中期以降、中国の書物が入り
「家相書」が普及。家宅の吉凶判断がなされた。
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　自然の一部としての自分自身の存在を自然の中
に置いてみる。そして、宇宙的な世界観で風景を
見つめる。地球と一体化するイメージで、大地を
見つめてきたのが形勢派風水です。方位鑑定が数
学的な左脳優勢型の性質を持つことに対し、形勢
法は右脳優勢型で大きな直感力を必要とします。 
　形勢派は「龍象徴主義」との別名を持ちます。
龍穴を構成する主な概念は「龍」「穴」「砂」
「水」です。これらを解読するガイドラインがあ
ります。「龍」は山や大地を意味し地勢の起伏の
こと。品性や地位を左右します。「穴」は霊氣が
集まる場所。地勢の起伏やくねりのどこの場所に
位置するかをみます。立身出世を左右します。
「砂」は龍穴を抱く周辺環境。水、空気、山、建
物などが要素で健康を左右します。「水」は龍の
血脈であり財を意味します。流通と関連し、川や
道路が構成要素。貧富を左右します。 
　形勢法では、氣の流れと氣の質を重視します。
スピードが速すぎると凶、停滞しても凶。穏やか
なそよ風や、小川のせせらぎのごとく、ゆるやか
で心地よい氣の流れを吉とします。龍穴の周りは 
氣の質が良いことが重要です。クリーンな空気 

や、音やにおいなど五感を通して入ってくるエネ
ルギーも含みます。龍穴を構成する概念におい
て、氣の流れが良く氣の質が良ければ、それぞれ
の象意が吉運を得ることを後押しします。 
　四神相応の考え方で住環境を整えると、現実的
に心地よい空間となり、プラスのエネルギーを得
ることができます。山や道路といった住宅の周り
の四神を調整するのは難しくても、ベッドやソ
ファの配置で四神に守られる環境をつくることは
簡単です。 
　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、
これからは四神相応の考え方を、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。 

Dragon’s Lair

生活の質を高め人生の質を高めるLily’s  Eyes

ω形勢法のトレーニングは、宇宙レベルから自
分と建築と地球を見つめる経験をつむこと 

宇宙の本質

宇宙の原理原則「四神相応」
　四神相応の地とは、パワースポットを作り出す
形勢派の基本構造。風水の専門用語でパワース
ポットを龍穴とよびます。龍穴の四方を守る神獣
を「四神」と呼びます。風水空間デザインの特徴
は「氣の流れをデザイン」することですが、四神
相応の考え方を軸に設計しています。 
　四神を王座の肘掛け椅子に例える時、人が座る
場所の中心部分を龍穴に見立てます。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、白虎は西が理想
ではありますが、四神の位置は方角ではなく地勢
から見るものです。 

　四神相応の考え方は入れ子構造です。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
の四神相応の地は、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ます。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
の四神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。この「考え
方」を現代住宅でも生かすことができるのです。

氣の流れは読み取れる

【氣の流れの鑑定】考え方

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

1-1
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Happiness

　日本では「家具をどう配置するか」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。建築的な視点では、住宅の向きや配置、光
や風に配慮した風水設計になっているかもしれま
せん。しかし、インテリア的な視点で、家具配置
まで最適化されている家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。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」が多発します。日本では、「人が無意識
レベルで安心感を得ることができる」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、その原因は「最初に描かれる基本設計図の段
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、建築の構造や間取りに
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だか
らです。形を変えたいなら、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りま
す。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家づくりに
臨んで下さい。氣の流れを読み、最適化された家
具のレイアウトを事前にイメージできれば、家づ
くりの失敗の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。あなたの家づくりに、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
　形勢法で大切なことは「目に見える形あるも
の」を見て、それが間接的に「何を象徴している
か」読み解くことです。五感を通して入ってくる
情報は全て「シンボル」で、心に働きかけます。 
　風水はシンボルによって、人がどのような意識
を作り出すのかを探求する学問です。シンボルを
繰り返し見ると潜在意識に入り込み、その人の思
考、そして、人生が変わるからです。 
　「無意注意」の状態で、シンボルをただ見てい
るだけでは氣を読み取れません。「有意注意」で
シンボルを見つめ、中にある「本質」を読み解く
ことができれば、氣を解読できたいうことです。 

　「その家が住み心地が良いのか悪いのか」四神
相応の考え方の軸があれば、間取り図から氣の流
れを読み取ることができます。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。氣の流れを間取り図から読み取るメリット
は偉大です。そのスキルがあれば、科学的な視点
でに幸せになる家かどうか、見抜くことできるか
らです。  
　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。図
面を見る時は、理想的な家具の配置を描き込んで
ください。座る位置、眠る位置へ流れ込む氣の流
れを見てみましょう。快適に家具を置くことので
きない構造になっている氣の流れが悪い家であれ
ば、購入を見送る判断ができます。　 
　人間の脳は、良い情報を受け取りポジティブな
感情になると、幸福ホルモンのセロトニンを分泌
します。形勢法の考え方でシンボルを建築・イン
テリア設計に生かせば、科学的に幸せになる空間
をデザインできます。

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

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

1-2【氣の流れの鑑定】脳科学から
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外家巒頭 

氣の流れ：光、風、水（周辺の自然） 

目指すもの：自然と建築の調和 

設計段階：建築アウトライン、ゾーニング 

視点：全体的・外側 

領域：建築 

専門家：建築士・建築家 

専門業者：建築設計会社、ハウスメーカー、
工務店 

内家巒頭 

氣の流れ：生活動線、視線の流れ（人の動き） 

目指すもの：人と建築の調和 

設計段階：間取りレイアウト、家具レイアウト 

視点：部分的・内側 

領域：インテリア 

専門家：インテリアコーディネーター 

専門業者：内装設計施工会社、インテリア業

外家巒頭と内家巒頭の特徴
Two Axises

【氣の流れの鑑定】２つの軸

　風水の形勢法は、別名「巒頭法」と言います
が、外側と内側の２つの視点からアプローチする
方法があります。「外家巒頭（がいからんと
う）」と「内家巒頭（ないからんとう）」といい
ます。 
　外家巒頭は「光、風、水」といった自然の氣の
流れを整え「周辺の自然と建築の調和」を目指し
ます。内家巒頭は室内環境の「生活動線、視線」
など人工的な氣の流れを整え「人と建築の調和」 
を目指します。形勢派風水術を実践する時は、風
水術の知識に加え、対象となる設計デザインのス
キルが必要です。家具、住宅、集落、王城とス 

ケールが大きくなるほど難しくなります。 
　外家巒頭は建築領域、内家巒頭は建築とインテ
リア双方の領域を含みます。家造りが難しくなっ
ている要因の1つは、建築的な外側視点から間取
りが作られ、インテリア的な内側視点から逆算さ
れていない家が多いことです。いわゆる建築賞
は、風水的に言えば「外家巒頭賞」です。外家巒
頭だけでなく、内家巒頭も良いことが住み心地の
良い家を探す時のポイントです。風水師は外家巒
頭と内家巒頭をみる専門家です。建築士でもイン
テリアコーディネーターでもなく、総合プロ
デューサー的な視点で住宅をみています。 

外家巒頭+内家巒頭=最幸♡

1-3
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Flow of Energy

氣の流れの鑑定体験【全段階共通】Worksheet

心地よさを設計する最優先の鑑定
　「氣」は、煙のごとく住宅の中をめぐります。
住宅を上空からバードビューで眺めるようにし
て、氣の流れを「全体的な視点」から見る方法を
お伝えします。右のイラストが「氣の流れの鑑定
図面」です。琉球風水のメインであり、最優先の
鑑定法です。風水術の水の流れをみる方法論を、
住宅の心地よさを判断するために応用します。 
　氣の流れを見る前に、住宅全体の「形」をみて
おきます。鋭角、張り欠けが多い、ロの字型、家
の中心が屋外にある等、奇抜な形の建物はご注意
を。氣が漏れたり、抜けることがあります。家の
形は、できるだけきれいな四角形が理想的です。 

　氣の流れには、「光、風、水」の３つの自然の
氣と、「生活動線、視線」の２つの人工的な氣の
２種類があります。合わせて５つの氣の流れが整
うと、生活の質の高い空間ができあがります。 
　まず、自然の氣の流れを書き込みます。光が入
る窓を黄色に、南側から入る夏の風の流れを青い
線で描きます。シンク、トイレ、浴槽などの水が
留まり流れ出るところは水色で塗りつぶします。 
　次に赤いペンを使って、人工的な氣の流れを描
きます。家具配置を予め書き込んでおきます。玄
関から入り、動線と視線の流れを描きます。掃き
出しでは矢印は外に突き抜け、腰窓では突き抜け
ずに止まります。氣の留まるコーナーには渦巻を
描きます。 
　氣に流れがS字に心地よい曲線を描いている
か、直線的でスピードの速い氣なのかわかりま
す。視線の向かう場所もわかるので、ディスプレ
イスに適したスペースも見えてきます。座る位
置、眠る位置へ向かう氣の流れが見え、家具を心
地よく配置できる家がどかどうかわかります。 

５つの氣の流れを見える化

「光」「風」「水」の氣の流れを見て、自然と建築を調和さ
せることで、自然の恵みを受け取る心地よい空間ができる 

自然の氣の流れ

「生活動線」「視線」の氣の流れを意識することで、人と建
築が調和し、機能的で心が潤う住み心地の良い空間ができる 

人工的な氣の流れ

氣の流れを図面を描き、感じたことを言葉にしてみましょう。 

①全体の氣の流れの印象はどう感じますか？ 

②突出した課題は？ 

③改善の方向性を出す 
心地よい空間にするために必要なことは何？　空間を整える目的と改善の方向性を考えましょう。

【氣の流れの鑑定】実践1-4
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Yin-Yan
陰陽のバランスを見て調和をとる

　風水思想では、宇宙の全ての物質や現象は陰と
陽によってつくられていると考えます。文字を解
釈すれば、太陽の光で明るいところが陽、日陰が
陰です。具体例としては、男・女、＋・－、天・
地、暖・寒、南・北、明・暗、太陽・月、表・
裏、肉体・精神などがわかりやすいでしょう。 
　陰と陽は相対する性質で、優劣はありません。
どちらか一方が欠けると存在できなくなります。
対立している関係ではなく、互いに補い合う関係
です。住まいでは、明るい所が陽、暗い所が陰、
活動的な所が陽、休止的な所が陰、赤や暖色系の
色が陽、青や寒色系の色が陰です。 

　陰陽の調和のとれた家は、快適で心地の良い空
間になります。琉球風水の「陰陽鑑定」は、太陽
光を基準に住まいを陰と陽のエリアに区別しま
す。北側は「陰の方位」。日当たりが弱く落ち着
いて静かな方位でありプライベート空間に適して
います。南側は「陽の方位」。日光に恵まれ明る
く、にぎやかで活動的な方位でありパブリックの
空間に適しています。東と西は「半陰半陽方位」
です。どちらの空間がきても問題ありません。 
　一方、「プライベート空間」「パブリック空間」
は、部屋の機能や性質、その部屋での人の活動に
より決定されます。方位には関係しません。プラ
イベート空間は、寝室や水周りなど、家族が主に
使用し静かに過ごす部屋で、陰の氣を必要とする
空間。パブリック空間は、玄関やリビングなど、
人の出入りや動きが活発で賑やかな部屋で、陽の
氣を必要とする空間です。プライベート空間とパ
ブリック空間は、きれいに２つに別れていると住
み心地良く、入り組んでいると心地悪く感じま
す。プライベートが守られていることが鍵です。

太陽光から生まれる性質
北のつく方位（北西・北・北東）は「陰の方位」。陰の活動
を行うプライベート空間に適した方位。

陰

南のつく方位（南東・南・南西）は「陽の方位」。陽の活動
を行うパブリック空間に適した方位。

陽

新築のゾーニングとインテリアにLily’s  Eyes
　各部屋の陰陽の性質と、太陽光によるの陰陽の
性質を知ることは、それぞれの氣を調和させるた
めのヒントとなります。陰と陽は、優劣はありま
せん。しかし、質の良し悪しがあります。良い陰
と悪い陰、良い陽と悪い陽があります。質の悪い
氣があれば、良い氣をプラスして、調和をとるの
が基本です。 
　現代の住宅は、家の向きも様々です。前面道路
の位置、周辺の建物や施設などの影響も風水判断
に関わってきます。必ずしも南側にパブリック空
間がくることが最良とは限りません。部屋と方位
の相性が悪い場合は、陰陽バランスに配慮して室
内環境を整えることで、環境を改善できます。
「心地よい」という感覚が基準です。陰陽方位鑑
定の魅力は、改善するための方向性が明確に出せ
ることです。　 
　住宅の様々な要素は、陰と陽に分類できます。
高い、低い、広い、狭いなどの住宅の構造も分類
できます。色は、明度、彩度、濃淡、柄は大きさ
ん、華やかさで陰陽に分類できます。氣が流れる
スピードのコントロールも陰陽論でできます。表
面がザラザラ、ふわふわしたものは氣の流れが穏 

やか。ツルツル、ピカピカしたものは、氣の流れ
が速く、住宅では落ち着かないことがあります。 
　陰と陽は5:5にすれば正解ということではあり
ません。空間の目的、得たい感情に合わせて、陰
か陽どちらかに少し偏らせることで、空間の個性
が発揮されます。 
　宇宙の全てを２分する考え方なので、家づくり
でも、様々なステージで活用できます。特に有用
なシーンは２つあります。1つ目は、ゼロから1の
図面を描く時の住宅のゾーニングです。住み心地
の良い家を作る最強のテクニックです。2つ目
は、心地よく美しいインテリアをデザインする時
です。感情に合わせた色使いや、氣の流れるス
ピードをコントロールすることで、心が調和する
空間になります。見た目がおしゃれなだけでな
く、心地よさまで追求したい方におすすめです。 

ω・・・

宇宙の本質

【陰陽鑑定】考え方2-1
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Yin-Yan
建築・暮らしの陰陽

方位の陰陽

空間性質の陰陽 感情の陰陽

出入り口天井

パブリック空間プライベート空間

空間構造の陰陽

【北西・北・北東】 
  日当たりが弱い 
  落ち着いて静か 

プライベート空間 
向き 

【南東・南・南西】 
  日当たりが良い 
  明るく活氣がある 

パブリック空間 
向き

陽陰

日当たりが良い日当たりが弱い

【プライベート空間】 
人が静かに過ごす空間 

寝室／書斎／水回り 

陰の方位と相性良し 

【パブリック空間】 
人が集まる賑やかな空間 

玄関／LD／客間 

陽の方位と相性良し

【ポジティブ】 
癒される 
リラックス 
研ぎ澄まされる 

安定 

【ネガティブ】 
寂しい 
寒々しい 
陰気 

ごちゃごちゃ 

【ポジティブ】 
元気になる 
楽しい 
豊かになる 
チャレンジ 

【ネガディブ】 
うるさい 
暑苦しい 
慌ただしい 
抜けてる

窓がない・小さい 
暗い 
低い 
狭い 
閉鎖的 

壁・床・天井 

窓が大きい 
明るい 
高い 
広い 
開放的 
出入り口

陽陰 陽陰

陽陰

色の陰陽 柄の陰陽

青

大きめ、華やか

【デザイン性】

無地、シンプル

寒色系 
暗い色 
くすんだ色 
淡い色 

青、緑、紫、黒 

暖色系 
明るい色 
鮮やかな色 
濃い色 

赤、橙、黄、ピンク

小さい柄 

地味 
シンプル 

無地・地模様 

大きい柄 

派手 
華やか 

カラフル

陽陰 陽陰

材質の陰陽

自然素材 
【有機的】 

（植物繊維・竹・籐・
ラタン・漆喰など） 

自然に近い木材 

素焼きタイル 

すりガラス 

布（綿・シルク） 

人工的な素材 
【無機的】 

（ステンレス・金属・
ビニール・樹脂など） 

硬く磨かれた木材 

大理石・御影石 

クリアガラス 

革・合成皮革 

陽陰

感触の陰陽

柔らかい 
ツヤがない 

ザラザラ 
デコボコ 
ふわふわ 
しっとり 

硬い 
光沢がある 

ツルツル 
スベスベ 
カッチリ 
テカテカ

陽陰

ツルツルザラザラ

【陰陽鑑定】陰陽の分類2-2 陰陽の分類の考え方
　住環境の陰陽は、１）建築、２）暮らし、３）インテリアの３種類。琉球風水の特徴は、毎日の暮らし
で得たい「感情」が主役。感情と調和するすよう、建築とインテリアの陰陽を合わせます。陰と陽、それ
ぞれにポジティブとネガティブの面を持っています。ポジティブな陰とネガティブな陰、ポジティブな陽
とネガティブな陽があります。ネガティブな要素があればポジティブな要素で補います。

インテリアの陰陽

【暮らし】

【建築】

暖色・濃い色寒色・くすんだ色

寒暖 
明暗 
彩度 
濃淡 
色の例

大きさ 

印象 

色使い

感触

素材 

木 

石材 

ガラス 

張地

【氣の流れの速さ】 
（陰：緩やか／陽：速い）

＋感情

-感情

自然光

性質

構造

照明
自然光方位

雰囲気

空間



00STEP◉　ああああああああああああああ00

Public Space
陽の方位（南側）にある場合 

　氣が調和しています。光が十分に入っている場
合には、明るさや活気を維持しながら、穏やかに
陰の氣も取り入れます。バランスのとれた落ち着
いた空間になります。淡くてやさしい色使いや、
暖色と寒色の間のグリーンなどのは、穏やかに陰
を補ってくれます。 
　陽の氣を強めすぎると、暑く感じたり、落ち着
かない空間になります。赤や強いオレンジ、原色
などは、陽が強くなりすぎるのでポイント使い
で。季節に合わせ、クッションなどのアクセント
で陰陽バランスをとるのもおすすめです。 
　陽の方位にあっても、窓がないなど、光が充分
に入らない環境では、照明を明るくし、インテリ
アにも明るい色を選び、陽の氣を補います。 

陰の方位（北側）にある場合 

　氣が調和していません。陽の氣を意識してプラ
スします。開口部が大きく光が入っている場合
は、陽の氣が補われています。光の入り方の状況
を見ながら、必要であれば照明も明るくします。 
　壁紙や床など、その部屋の大部分をしめるベー
スカラーに、白系や明るい色を使うのがポイント
です。広範囲に黒、グレー、ネイビーなどの暗い
色を使うと陰気をさらに強めます。「なぜか寂し
い気持ちになる」「元気が出ない」などのネガ
ティブな感情を引き起こす原因になります。 
　色味では、ベージュやオレンジなどの温かみの
ある色で陽の氣をプラスします。華やかで大きな
柄を入れると、陽の氣が補われます。明るく活気
のある空間になるよう意識して環境を整えます。 

パブリック空間の整え方

　住まいにおけるパブリック空間は玄関、リビン
グ、ダイニングです。明るく、活気のあるエネル
ギーを必要とし陽の方位と相性が良い空間です。 
パブリック空間は、陽の方位と相性がよく、氣が
調和します。 
　和室を昼間は客間、夜は寝室に使うなど、プラ
イベート空間かパブリック空間かは、住む人が、
どう暮らすかによって決まります。使い方に応じ
て、心地よく過ごせるよう陰陽を調和させます。 
　パブリック空間の中でも、リビングについて考
えてみます。リビングは、家族が集まって愛情を
育む場所であり、くつろぐ場所でもあります。ま 

た、来客の際には、お客様をもてなしお茶を飲み
ながら会話を楽しむ空間です。人が集まり、動き
がある空間ですので、陽の性質をもちます。 
　部屋と方位の相性が良い場合にも、陰陽バラン
スで心地よい空間を作る方向性を出すことができ
ます。「その部屋で、どう過ごしたいか」、過ご
す人の「感情」にフォーカスします。得たい感情
から逆算して、陰陽バランスを取りながら室内環
境を整えれば、心地よい空間ができ上がります。 
　パブリック空間は陽の氣を必要とするので、陽
の比率を高くします。太陽光の明るさを基準に、
と調和を取り整えていきましょう。

明るく動きのあるパブリック空間

【陰陽鑑定】陽の空間2-3
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Private Space
陰の方位（北側）にある場合 

　氣が調和しています。陰の氣を程よく維持し
て、落ち着きのある穏やかなインテリアに。
陰氣になりすぎないようご注意を。明るい色
や、温かみのある色使いなどで、適度に陽の
氣も取り入れバランスをとります。 
　暗すぎたり、湿気がこもるなど、陰氣が強
くなと氣が滞ります。特に、水回りは換気、
乾燥を意識して、氣が重くならないように。
清潔でさわやかな空気で悪い陰の氣を発生を
防ぎます。 
　黒やグレーなどの陰の強い色を、広範囲に
使うと陰性が強くなりすぎます。淡い色使い
は、陰の穏やかさを程よく維持します。 
　窓がない、暗いなど陰の強い空間は、ベー
スカラーに白系や明るい色を使い、陽の氣を
補います。冬場の冷えが気になるようなら、
ピンクや黄色など、温かみのある色で陽の氣
を補います。 

陽の方位（南側）にある場合 

　氣が調和していません。陰の氣が不足してい
ます。意識的に陰を補うことで、バランスを整
えます。黒やグレーなどの強い陰の色を広範囲
に使うと、陰気が強くなりすぎます。ブルーや
グリーンなどのやさしい寒色系や淡い色で、穏
やかに陰を補うとバランスがとりやすいです。
寒さ強く感じる青は、陽の季節の夏に使うか、
ポイント使いに抑えておくと良いでしょう。 
　トイレや洗面所などの水回りは、タオルや
マットなどのファブリックなど、ちょっとした
小物の色を意識すると、不足している氣を補う
ことができます。　 
　寝室に南から強く光が当たる場合、陽の氣が
強く落ち着かないかもしれません。マゼンタピ
ンクや赤などの強い暖色はご注意を。冬は体を
温めてくれるかもしれませんが、夏は陽の氣が
強すぎることもあるかもしれません。 
　インテリアのアクセントに、華やかさをプラ
スすることは、良い意味で陽をプラスします。
暖色、寒色の強い色は、壁紙やカーテンには使
わず、季節で変化を楽しめるファブリックなど
でポイント的に使うのがおすすめです。 

プライベート空間の整え方

　プライベート空間は、水周り、寝室、勉強部
屋、書斎、収納庫などです。人の活動が静かで、
心穏やかに過ごしたい空間です。陰の方位にある
と相性がよく、氣が調和します。トイレや洗面所
は陰の空間ですが、来客時にお客様が使用するパ
ブリック性もあります。パブリック空間とプライ
ベート空間の接点に近い所や、半陰半陽方位に置
くと使い勝手がよくなります。洗面台やトイレの
ドアは、LDKから直接見えないように、少し奥
まった所に配置すると落ち着いて利用できます。 
　トイレ、洗面所、浴室などの水回りは、プライ
ベート性が高いことに加え、空間的な狭さや水 

の氣が強いことでも陰の氣を持っています。窓も
小さいか、窓がない場合もあり暗いことが多いで
す。その他のプライベート空間である寝室やキッ
チンと比べると、より陰性の高い空間です。 
　狭くて暗い空間は色使いにご注意を。暗い空間
では濃い色の場合黒っぽく見える性質があります
ので、淡い色がおすすめです。水の氣も強いので
青などの寒色を広範囲に使うと寒々くなり、体も
冷えてきます。 
　プライベート空間の陰陽の比率は、５：５、又
は陰6：陽4を目安にするとバランスを取りやすい
です。

穏やかに過ごすプライベート空間

【陰陽鑑定】陰の空間2-4
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①プラベート空間とパブリック空間のゾーニングの状況 
□きれいに二つにわかれている　　　　　　□飛び石のように入り組んでいる 

★ゾーニングの現状から生活の利便性をどう感じますか？突出した課題は何ですか？ 

②陰陽バランス分析 
左から順に陰陽バランスミキサーつまみを上下に動かします。主役は「暮らし」です。得たい感情を軸
に、「建築」「インテリア」の陰陽の状況を確認します。バランスが崩れいている原因が見つかります。 

③暮らしの中の感情の状況 
暮らしの中で、それぞれの空間で得たい感情は得られていますか？突出した課題は何ですか？ 

④改善の方向性を出す 
得たい感情が得られる心地よい空間にするため、リフォームや模様替えで改善できそうなことは何？　
○ページの「陰陽の分類」を参考に、空間を整える目的と、必要な改善の方向性を考えましょう。 

Appraisement 

　陰陽鑑定の分析ポイントは二つあります。一つ
は、プラベート空間とプライベート空間のゾーニ
ングの状況把握。もう一つは、毎日の暮らしで
「得たい感情」が得られる空間かどうかです。
ゾーニングの快適さと、「暮らし」の中で得たい
感情が得られるよう、建築とインテリアの陰陽が
調和しているかどうかをみます。 
　「既存住宅」か「新築住宅」か。「間取り」か
「インテリア」か。何を目的にどの段階でどんな
情報を知りたいのかで、分析のポイントが変わり
ます。既存住宅では、ゾーニングの状況把握と、 
リフォームや模様替えによる改善策がわかりま 

す。新築の設計では、ゾーニングの方向性と、 
「得たい感情」から逆算した建築の陰陽バランス
の方向性を出すことができます。インテリア設計
では暮らしと建築の陰陽を踏まえ、インテリアの
陰陽バランスの方向性を出すことができます。 
　右に、既存住宅の陰陽鑑定体験シートを準備し
ました。図面のプライベート空間とパブリック空
間を寒色と暖色で色分けし、陰陽方位を書き入れ
ます。鑑定図面を見て感じたこと、実際の生活で
感じていることをシートに記入します。すると、
あなたの家を陰陽の調和の取れた心地よい空間に
するための改善策がわかります。 

暮らしの中での「感情」が主役

【陰陽鑑定】実践2-5
陰陽鑑定体験【既存住宅の現状分析用】Worksheet

①方位と空間の相性 
【パブリック空間】 
□陽の方位（南東・南・南西）　相性良し 
□陰の方位（北西・北・北東）　相性悪い 
□半陰方位（東・西）　　　　　問題なし

【プライベート空間】 
□陽の方位（南東・南・南西）　相性悪い 
□陰の方位（北西・北・北東）　相性良し 
□半陰方位（東・西）　　　　　問題なし

南 

北

大 

小

明 

暗

明 

暗

陽 

陰

明 

暗

暖 

寒

華 

地

ツル 

ザラ

堅 

柔

陽 

陰

パ 

プ

空間　感情　 方位　 窓　自然光  照明  構造

陽

陰

暮らし インテリア 
デザイン性建築 インテリア 

氣の流れ

̶ 色 ̶　   柄　 ̶- 感触 -̶　  　
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Fortune
それぞれの吉方位で幸運を招く

　風水には全ての人に共通する鑑定と、人が生ま
れながらにもっている運に基づく鑑定がありま
す。氣の流れや陰陽方位は、全ての人に共通する
鑑定法。個別運勢方位は、人が生まれながらに
持っている運に基づく鑑定法です。 
　風水鑑定では、複数の鑑定法を使います。鑑定
結果の優先順位を間違えると、風水鑑定も役に立
ちません。個別運勢方位は、氣の流れの鑑定や陰
陽鑑定より優先順位が低い鑑定法です。個別運勢
方位にこだわりすぎると住み心地が悪くなりま
す。各鑑定法にはそれぞれ特徴と役割があるの
で、それを踏まえて活用して下さい。　 

　個別運勢方位鑑定では、その人にとっての吉方
位がわかります。吉方位を見る時は「方位」と
「向き」の2つの見方から判断します。「方位」
とは、住宅の図面に羅盤を当て、ピザを均等に
カットするように45度づつ8区画に分けた時、部
屋が配置されている方位の区画のこと。上から平
面図をバードビューで見ることでわかります。
「向き」とは、枕を向ける方向、座った時に前を
向く方向です。床の上に立ち立体的に見える世界
です。 
　学校の科目に例えるなら、氣の流れの鑑定が
「美術」だとしたら、個別運勢方位鑑定は「数学」
です。一見、法則が多く複雑に見えますが、科学
的に答えを導き出せます。実際の鑑定を行う時
は、氣の流れを見るより方位鑑定のほうが簡単で
す。ただし、使い方には慣れが必要です。吉方位
があれば凶方位もあります。家族全員が完璧に吉
方位だけで暮らすというのは不可能です。重要な
空間にフォーカスして、とらわれ過ぎず、でも積
極的に吉方位を取りにいきましょう。

とらわれるな！でも積極的に♡

・・・・ 
・・・

方位（間取り配置）

・・・ 
・・・ 

向き（座る向き・枕の向き）

【個別運勢方位鑑定】考え方

　新築住宅の設計では、個別運勢方位がたっぷり
と吉方位に入ることがあります。ゼロから1の図
面を書く時に、個別運勢方位が頭に入っていると
吉方位に配慮したプランができ上がります。図面
を描く時に、吉方位が頭に入っているのといない
のでは、プランの提案は大きく変わります。 
　新築の設計での初めて敷地調査では、現場へ行
く前に、敷地図面で個別運勢方位鑑定を行いま
す。建築アウトラインは、まず、氣の流れと陰陽
方位のゾーニングで輪郭を描きます。この状態の
時は図面が柔らかいので、様々な形を作る選択肢
があります。玄関や寝室の位置を、2つか3つの方
位から選べることが多いです。そこで、氣の流れ
と陰陽バランスを崩さない範囲で、吉方位を優先
したプランをイメージします。 
　家族の人数が多いと、吉方位もバラバラです。
しかし、以前、設計のご依頼を受けた5人家族の
住宅では、見事にご家族の吉方位を取れたことが
ありました。玄関と寝室はご主人の吉方位に入
り、奥様は枕の向きが吉方位に。3人のお子さん 
のお部屋と、枕の向き、机の向きを全て吉方位 
に配置できました。 

　面白い体験もありました。風水師としては東、
南東、南の光をなんとか活かしたいという思いが
あります。しかし、お客様が「私は西向きの暮ら
しが好きなんです。東向きの家は落ち着いて暮ら
せなくて」と言われました。この方は西四命の方
で、吉方位はご存知なかったそうですが、今まで
気に入った家は、どれも西向きだったそうです。 
　吉方位の面白いのは、ご本人が吉方位を知らな
くても、感覚的に心地よいことを知っていること
です。私自身の経験でも、吉方位が取れている時
は、その空間をとても心地よいと感じています。
氣の流れが良いことが前提になりますが、吉方位
が取れる時は、是非、活用してください。私が1
番こだわっているのは「書斎」です。書斎の風水
が良いと、長時間仕事しても疲れが少なく、仕事
が本当にはかどります。 

吉方位の心地よさは存在するLily’s  Eyes
台湾　金瓜石勧済堂

ω目には見えなくても、確実に存在する何かが
ある。その答えを知っているのはあなた。

宇宙の本質

3-1
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Your Gua
生まれながらに持っている運

方位早見表　東四命（水・木・火）

南西

方位早見表　西四命（土・金）

北

北西

西

南

東

南西 南東

北東

１
坎

延年

伏位

天医

生気

禍害

六殺

絶命

五鬼

北

北西

西

南

東

南西 南東

北東

３
震

絶命

五鬼

伏位

天医

延年
生気

禍害

六殺

北

北西

西

南

東

南西 南東

北東

４
巽

五鬼 伏位

天医

延年

生気
禍害 絶命

六殺

北

北西

西

南

東

南西 南東

北東

９
離

五鬼

伏位

天医

延年

生気

禍害絶命

六殺

北

北西

西

南

東

南西 南東

北東

２
坤
五鬼伏位

天医

延年 生気

禍害

絶命

六殺

７
兌

北

北西

西

南

東

南西 南東

北東

五鬼

伏位

天医

延年生気
禍害

絶命

六殺

北

北西

西

南

東

南西 南東

北東

６
乾

五鬼

伏位 天医

延年

生気

禍害
絶命

六殺

北

北西

西

南

東

南西 南東

北東

８
艮

五鬼
伏位天医

延年

生気

禍害

絶命

六殺

西

北西 北東

北 東

南東 南

【吉方位】 
生氣（せいき）＝最大吉方位。繁栄を呼び込み
財運を上げる。生命力を高め、創造性を発揮。 

天医（てんい）＝天の医者。健康運を高める。
身体と精神の疲れを癒やす。病人に特に良い。 

延年（えいねん）＝長寿と子孫の繁栄。愛情
運、結婚運、子宝運など家庭運。人間関係運。 

伏位（ふくい）＝安らぎと調和。全般的な幸
福、平安、大きな発展はなくとも安定する。 

【凶方位】 
禍害（ががい）＝予期せぬ災難や被害、仕事で
の失敗、喪失。不安定、消極的、慢性疲労。 

六殺（ろくさつ）＝自分と家族の災い。チャン
スを失う、わがまま、イライラ、試験に弱い。 

五鬼（ごき）＝火災、盗難、収入減、失業。喧
嘩や誤解。無気力。仏壇には適している。 

絶命（ぜつめい）＝法定紛争、経済的損失、困
難、挫折。病気の悪化、経営状況の悪化。 

　人は生まれた時の天体配置から影響を受けていると言われています。生年月日に基づいて、
相性の良い方位があります。個別運勢方位の本命卦は個人の生年月日から、命掛数の計算式に
よって算出します。命掛数は1～8まであり、東四命か西四命のどちらかに分類されます。本命
卦ごとに、吉の四方位と凶の四方位があります。 
　本命卦の計算式を以下に記載します。同じ生年月日であっても、男性と女性では本命卦が異
なります。また、1月1日～節分までの生まれは、前年の西暦で計算します。以下の計算式を使
い、あなたの本命卦を算出し、右の早見表で吉方位を確認して下さい。

方位の意味

【男性】 
1）生まれ年の西暦年号を単数（一桁）で足す 
2）結果が10を上回ったら十の位と一の位をたす 
3）たし合わせた数を11から引き算する 

※本命卦が5の場合は2 

【女性】 
1）生まれ年の西暦年号を単数（一桁）で足す 
2）結果が10を上回ったら十の位と一の位をたす 
3）たし合わせた数に4をプラスする 
4）足し算の数が10を超えたら、9を引く 

※本命卦が5の場合は8

本命卦の求め方（1月1日から節分までの生まれは前年で算出）

3-2【個別運勢方位鑑定】運勢

小凶

小吉 大凶

大吉
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① 生年（西暦）の単数（一桁）を足し合わせる （例：1+9+7+0=17） 

② ①の数字が 10 を超えた場合、足し合わせる （例：1+7=8） 

③ 男性は、11 から①又は②の一桁の数字を引いたものが本命卦【本命卦が 5 の場合は 2】 
（例：11-8=3 →本命卦は震） 

④ 女性の本命卦は、①又は②に 4 を足す。足した数が 10 を超えたら 9 を引く 
【本命卦が 5 の場合は 8】 （例：8+4=12 , 1+2=3 →本命卦は震） 

⑤ 家族の本命卦を下の欄に書き、図面にも書き込みましょう 

⑦図面を見て現状をまとめる 

⑧突出した課題を書き出す 

⑨改善の方向性を出す 

Appraisement 

　個別運勢方位には、基本的な考え方がありま
す。吉方位には玄関、LD、寝室、書斎などのパ
ブリック空間と長い時間を過ごす寝室や書斎を配
置するのが理想です。吉方位は氣を増幅する効果
があります。ただし、良い気も悪い氣も増幅する
ので、氣の質を良くすることが吉運を得るポイン
トです。 
　一方、凶方位にはキッチン、水回り、納戸を配
置すると良しとされています。凶方位は氣を流し
出すエネルギーが働くので、火を燃やす、水を流
す場所が適しています。吉方位に、キッチン、水
回りが来ると、せっかく生じた良い気が流れ出て 

しまうと考えます。 
　しかし、完璧に理想の間取りにするのはほぼ不
可能です。家族で本命卦が異なれば、吉方位は真
逆にもなります。吉方位にはそれぞれ意味があり
ます。住宅設計に鑑定結果を取り入れる時は、優
先的に得たい運気と重要な空間を合わせます。 
　重要な空間の優先順位は、玄関、寝室、書斎で
す。それぞれの空間の方位と、玄関ドアの向き、
個人の枕の向き、座る向きを吉方位に合わせま
す。子ども部屋の配置を決めるのにも鑑定結果が
役立ちます。家族全員に共通する玄関は、家族で
吉方位が異なる場合、一家の主人を優先します。 

新築で部屋の配置を決める時に

【個別運勢方位鑑定】実践3-3
個別運勢方位鑑定【全段階共通】Worksheet
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五行の象意（一覧）Five Phases

調和をとるための自然界の法則
　五行とは、四季の移ろいを観察して抽象化し
た、自然界の原理原則です。宇宙の万物は「木・
火・土・金・水」の五つの元素に分類されます。
互いに影響を与え合い循環することで、宇宙が成
り立っていると考えます。「木」は春、「火」は
夏、「金」は秋、「水」は冬、「土」は季節の変
わり目を象徴しています。それぞれの元素に、時
間、方角、色、味覚、感情など、あらゆるものが
当てはめられています。　 
　五行にはそれぞれ性質があり、互いに関連性が
あります。風水では、五行の相関関係が周辺のエ
ネルギーの吉凶を決めると考えます。相手を生み 

だす良い関係を「相生」といいます。「木」は
「火」を生み、「火」は「土」を生み、「土」は
「金」を生み、「金」は「水」を生みます。相手
を滅ぼす悪い関係を「相剋」といいます。「木」
は「土」の養分を奪い、「火」は「金」を溶かし、
「土」は「水」を淀ませ、「金」は「木」を切り
倒し、「水」は「火」を弱めます。 
　同じ氣が重なり氣が強められることを「比和」
といいます。良い氣の状態であればはさらに良く
なりますが、悪い氣の状態であれば悪化します。
五行が調和していると幸福がもたらされ、五行が
衝突するとネガティブなエネルギーが生じます。 

　五行の象意と「比和」「相生」「相剋」の相互
作用をまとめました。五行の相関関係を理解する
ことが風水術を扱う上での基礎です。使い方のに
は、基本があります。方位を支配している五行の
元素に対し、同じ元素（比和）、又は、生みだす
元素（相生）をあわせます。一方で、破壊する元
素（相剋）を避けます。 
　例えば、東を支配する元素は「木」です。東の
部屋には、緑色、木製の家具、観葉植物を置く
と、比和により「木」の氣を強めることができま
す。水色や流線型の「水」の氣も、相生の関係に
より「木」の氣を強めることができます。一方、 

金属製のもの、丸いものは「金」の氣であるため
相剋の関係となり、「木」の氣を破壊するので避
けます。 
　五行に「基本」はありますが「絶対」はありま
せん。五行の本質を理解せずに、マニュアル的に
使うと、かえって不調和が起きることがありま
す。基本を抑えつつも、大事なことは、風水が目
指す世界が「調和」であることを忘れないで下さ
い。使い方に迷った時は、自然界の現象をイメー
ジして下さい。「これは相剋かな」と思ったら、
自然界ではどうなっているか考えてみましょう。
自然界で上手く調和していれば、大丈夫です。 

4-1【八方位鑑定】五行の考え方

五行 木 火 土 金 水

季節 春 夏 季節の変わり目 秋 冬

時間 5時～11時 11時～13時 1時~5時 
13時～17時

17時～23時 23時～1時

方角 東 南 中央 西 北

色 緑 赤 黄 白 黒

味覚 酸味 苦味 甘味 辛味 塩味

感情 怒 喜 思 憂 恐

臓器 肝 心 脾 肺 腎

維持する 
（比和）

木 火 土 金 水

氣を強める 
（相生）

水 木 火 土 金

氣を破壊する 
（相剋）

金 水 木 火 土
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八方位の象意（一覧）Ba Gua
【八方位鑑定】八方位の考え方

「時間」と「空間」に心を傾ける
　八方位それぞれには「象意」があり、そこに宿
る「運気」があります。各方位は、五行、時間、
季節と深い関連があります。方位という空間に対
し、時間が当てはめられています。アナログ時計
の文字盤や季節と重ね合わせてみると、方位の象
意と時間軸が見えてきます。 
　24時間で一回りする時計をイメージして下さ
い。北は真夜中の0時で、季節は冬。南はお昼の
12時で、季節は夏。向かって右側は午前中の上昇
する太陽のエネルギーを受ける方位。冬から夏へ
と暖かくなる季節。左側は、午後の下降する太陽
のエネルギーを受ける方位。夏から冬へと寒くな 

る季節です。八方位の氣は、結びついている時
間、季節に最も活性化します。　 
　自然界は、1日単位、1年単位で循環を繰り返 
します。同じように、人の人生で起きる出来事も
自然界の法則に従うように循環しています。東洋
哲学で、これを「整体観念」と呼び、人間を自然
の一部ととらえます。各方位の「運気」とは、太
陽のエネルギーや季節から、あなたが五感で受け
取る情報の中に含まれています。 
　八方位は、自然界の観察から生まれたは哲学。
時間軸から八方位を理解できると、応用力がつ
き、本質的な方法で住まいを改善できます。 

4-2
八方位 北 北東 東 南東 南 南西 西 北西

五行 水 土 木 木 火 土 金 金

八卦
坎 

（かん）
艮 

（ごん）
震 

（しん）
巽 

（そん）
離 
（り）

坤 
（こん）

兌 
（だ）

乾 
（けん）

象意 水 山 雷 風 火 地 沢・湖 天

季節
冬 
12月

初春 
1月2月

春 
3月

初夏 
4月5月

夏 
6月

初秋 
7月8月

秋 
9月

晩秋 
10月11月

時間
０時 
真夜中

１時 
～５時

５時 
～７時

７時 
～11時

12時 
正午

13時 
～17時

17時 
～19時

19時 
～23時

相性の 
良い色

白 
水色 
ピンク

白 
赤 
茶色

青 
緑 
赤

青 
緑 

オレンジ

緑 
赤 

オレンジ 
紫 

ベージュ

赤 
黄色 
茶色 
ベージュ

ベージュ 
白 
黄色 
ピンク 
金

ベージュ 
クリーム 
薄紫 
銀

形
波形 
曲線

平ら 

四角形 

山のよう
に背の高
いもの

高い 

長方形 

上に伸び
る形状の
もの

高い 
長方形

先が細く
尖る 
三角形 

上昇する
もの

平ら 
四角形 
低いもの

アーチ型 
円形

アーチ型 
円形

運勢 職業運 
住居運

知識運 
親子運

希望運 
健康運 
出会い運

才能運 
仕事運 
財運

名声運 
人気運 
美の運

結婚運 
家庭運 
子宝運 
人間関係

恋愛運 
金運 
子どもの
幸せ運

援助運 
出世運
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Ba Gua

ワクワク感のあるインテリアに
　琉球風水では、八方位鑑定をインテリアをデザ
インする時に活用します。新築注文住宅の設計で
八方位鑑定を行うタイミングは、基本設計図の作
成で、納得いく間取りが出来上がった後です。基
本設計が終わると、すぐに内装の仕様を決める実
施設計に入ります。インテリアデザインは時間が
かかるので、余裕をもってプランを考えておくと
安心です。 
　八方位鑑定図面の作成は、丸いピザを均等に分
けるように、住宅を８つの区画に分けます。琉球
風水は、インテリアスタイルと調和するように、
陰陽鑑定と八方位鑑定を使って、インテリア 

をデザインします。美しく仕上がることを第一に
考え、テーマカラーは各インテリアスタイルのカ
ラーパレットを尊重します。スタイルの特徴を踏
まえた上で、空間で得たい感情に合わせ、陰陽バ
ランスが整う色の方向性を決めます。 
　インテリアスタイルと陰陽鑑定の結果を優先し
た上で、八方位鑑定を使います。複数の考え方を
組み合わせてデザインする時、優先順位を間違え
ないことが大切です。八方位鑑定の優先順位は1
番最後です。しかし、この八方位が入ると、美し
く心地よい上に、ワクワク感のあるインテリアが
できあがります。 

【八方位鑑定】実践4-3
八方位鑑定【全段階共通】Worksheet

◆玄関

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形

◆LD

◆キッチン

◆洗面所

◆浴室

◆トイレ

◆寝室

◆書斎

◆子ども部屋

　八方位の象意に合わせて、色や素材、モチーフを選ぶ時は、五行の「比和」「相生」「相剋」の考え方
を使います。鑑定内容の活かし方は、１）部屋のもつ運気を部屋のコンセプトとして設定する、２）相性
の良い色をテーマカラーにする、３）スパイスとしてアクセントに使うことです。

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形

方位 八方位の運気 八方位の色 比和の五行／その色や形 相生の五行／その色や形
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Barycenter

中心は「太極」　建物の重心点
　方位鑑定は図面に羅盤を当て、各部屋の方位を
確認します。中心を「太極」と言います。太極と
は氣が集まってくる場所で、建物の「重心」。重
さの均衡が取れる点です。吹き抜けがあるなど、
1階と2階で空間の大きさが違う場合、各階で重
心を取ります。変形した住宅の場合、重心の取り
方は複雑です。簡易的な方法を右に解説します。 
　方位は、自宅の中心に立ち方位磁石で測るのが
正論ですが、現代住宅は鉄筋や電磁波の影響で、
正確な方位を測るのが困難です。太極の延長線上
の屋外で測るほうが、より障害は少ないです。図
面に方位盤がない場合、Googleマップを参考に 

方位磁石で計測した方位にズレがないか確認を。 
　建築図面の方位は「真北」、磁石の示す方位は
「磁北」です。真北は太陽光が基準で、磁北は地
球の地磁気の極が基準で方位磁石の示す北です。
住宅の風水鑑定は「磁北」を使うのが基本です。
ただし、琉球風水の陰陽鑑定は、太陽光を基準に
しているので真北を基準にしています。 
　真北と磁北にはズレがあり、これを「偏角」と
言います。偏角は地域によって違います。2022年
現在、偏角は西に傾き、沖縄で5度、東京で7
度、北海道で10度。地軸は動いており、300年前
は東偏でした。国土地理院Webサイトで確認を。 

太極は対角線の交わるところ

欠けを補う

張りを切り取る

　きれいな四角形の住宅は、対角線が交わる点が
「太極」です。羅盤を当てる時は、図面の方位盤
から偏角を取り南北ラインとります。それを太極
へ平行移動させると、太極中心の南北軸が取れま
す。その南北軸に合わせ、透明羅盤を乗せてコ
ピーを取れば、羅盤入り図面ができ上がります。

　建物の一辺の壁が凹んでいる長さが2分の1以
下の場合「欠けがある」と考えます。欠けがある
場合は、その部分を補って、四角形を作ります。
きれいな四角形の対角線が交わるところを「太
極」とします。この図の実際の重心点は、左斜め
上にズレますが、微妙な誤差のレベルです。 

　建物の一辺の壁が飛び出している長さが2分の1
以上の場合「張りがある」と考えます。張りがあ
る場合は、その部分を切り取ってきれいな四角形
を作ります。四角形の対角線が交わるところを
「太極」とします。この図の実際の重心点は、左
斜め上にズレますが、微妙な誤差のレベルです。 

【参考】方位鑑定図面の作り方 

欠けがある場合の太極の取り方

太極の取り方と羅盤の当て方の基本

張りがある場合の太極の取り方

凸部分の壁の長さ
が1/2以下のた
め、切り取る 

※張りは切り取る

太極

太極

凹んでいる壁の長
さが1/2以下のた
め補う 

※欠けは補う

太極 太極

偏角は真北が少し西側（左）に傾く
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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」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

幸せになるための住まいのクレド
　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…」そう思うと、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。「幸福度が低い」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。家を建てるなら、「脳から幸福
ホルモンが出る住まい」をつくりましょう。 

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

【参考】風水と科学の深い関係


