
今から２０分後にあなたの行動力を２００％アップする方法 

1 
■■■■ネットで稼ぐ仕組み作りのお手伝い■■■■ 

http://www.ikinet.com/ 

行行動動力力アアッッププでで、、ああななたたのの可可能能性性ががドドーーンンとと拡拡ががるる！！！！  

今今かからら２２００分分後後にに、、ああななたたのの行行動動力力をを  

２２００００％％アアッッププすするる方方法法  
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ははじじめめにに  
 

この度は e-book「今から２０分後にあなたの行動力を２００％アップする

方法」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。 

「今から２０分後にあなたの行動力を２００％アップする方法」を企画・制

作させていただきました橋本哲人と申します。 

 

「行動力」…それは、いわばあなたを動かすエネルギー。 

いくら優秀なスキルや豊富な知識、そしてありあまる程のパワーを持っ

ていたとしても…「行動力」が伴わなければ、それらをいかんなく発揮

することは、出来ません。 

 

 ・仕事をする 

 ・異性と交際する 

 ・迫りくる様々な問題を解決する 

 ・充実した余暇を過ごす 

 ・同じ時間、期間でより多くの経験を得る 

 

…これら全て、あなたの「行動力」により大きく結果が異なってくるので

す…「行動力」に欠けてしまっていたために、これまでの人生でチャンス

ロスをしてしまった、苦い経験は、誰にでも存在します。 

 

私自身、決して「行動力に溢れた人間」とはいいきれません。 

しかし、かつては「もっと」行動力が低く、多くのチャンスをロスしてしま

っていました。 

 

 ・仕事がなかなか片付かない…残業の連続で、自分の時間が無い！ 

 ・異性との交際も中途半端で、結局いつも寂しく自然消滅 

 ・休日はいつもダラダラ…気がつくと「今日、何したっけ？」 
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…こんな状況では、他の人と同じ年月が流れていても、肝心なその中

身はスッカラカン…得るものは決して多く無く、「充実した日々」とは程

遠い毎日…。 

 

そんな毎日を送っていた私を見かねた当時の私の上司が、ある日私に

「行動力をアップさせる」という考え方を教えてくれました。 

そのＯＪＴは時間にしてたったの数分でしたが、そのお陰で私の行動力

は以前と比較して飛躍的に…タイトルの「２００％」以上、確実にアップ

しました。 

このお陰で、以後の私は… 

 

 ・仕事は期限に追われること無く処理、無駄な残業もナシ！ 

 ・時間が作れるので異性との交際も常に「真剣」「フルパワー」！ 

 ・休日はいつも充実！…早くも次の週末が待ち遠しい！ 

 

…と、非常に充実した生活を送れるようになりました。 

それもこれも、何も特別な技術や努力も必要とはしなかったのです。 

必要としたのは、当時の上司が行ってくれた、「たった数分のＯＪＴ」だ

けです。 

…ただし、「何事も、やればスグに片付くのだ！」という妙な自信がつい

てしまい、これが禍いして「サボりグセ」という副作用を煩ってしまい…

今度はその副作用を緩和するために後年、拙著「体感確率８０％！あなたを変え

る奇跡の起こし方」にてご案内したような「自己暗示」を会得し、これに解決を求めて

しまうことにはなりましたが…ともあれ、その「たった数分のＯＪＴ」によ

り、私の生活が確実に変化したのは紛れもない事実です！ 

 

その「たった数分のＯＪＴ」と同じ内容を、今からあなたに公開します。 

今度は…あなたの生活、そして人生を上向きに変化させる番です！ 

 

著者： 橋本 哲人（あきひと） 
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おお断断りり  
 

本書は、専門家によって科学的・臨床的に裏付けられた実践論を公開

するものではありません…あえて述べるのならば、「民間療法」の域を

出ないレベルといえるでしょう。 

 

本書内容の実践に関しましては、過去に筆者が経験した職場内ＯＪＴ内

容を元に、都合４名の被験者（筆者経験含む）の体験に基づき編集させ

ていただいておりますが、効果・成果の有無・度合いに関しては個人ご

とに異なります。 

必ずしもあなたが希望する結果を保証するものではございませんこと

を予めご了承くださいませ。 

 

また、実践は全て自己責任でお試しいただけますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

 

企画・制作責任者 

橋本 哲人 
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何何故故、、行行動動ででききなないいののかか？？  
 

「「落落ちちここぼぼれれ」」だだっったた私私にに、、上上司司のの怒怒りりのの鉄鉄槌槌がが……！！？？  
かつての私は、毎朝職場に出勤するのが非常に苦痛でした。 

私は こちら でご案内しているように、かつては「エンピツ一本買うにも

書類を何枚も作らなければいけない」ような、「ちょっと特殊な職場」に

勤務していました。 

 

いや、本当に…何をするにも「書類！」「書類！」「書類！」…いちいち全て

書類で、１つの「結果」を出すためには５～１０の「書類と決裁の手間」が

かかる環境です。 

当然、普通にやっていたら定時では時間が足りませんので、毎日毎日

深夜まで残業が当たり前！…根性無しの私は、常に胃腸の調子が悪く、

それに起因して自分でも悩むほど口臭がキツかったです…。 

 

やらなければいけないことが山ほどあるのに、それら一つ一つの背後

に控える膨大な作業量…「書類」「決裁」「証拠書類作成」など…に圧倒

され、時間だけが砂時計の砂のように淡々と流れ去っていきます。 

 

…案の定、能力以前に気力が失せてしまっている私は、仕事の期限を

守れなかったり「どれも手をつけたが、一定のところで滞っている」とい

う「落ちこぼれのお約束」コースで、そのうち仕事を山のように溜め込ん

でしまうようになってしまいます。 

お恥ずかしい限りですが、「期限が過ぎてしまった」書類に関しては上

司に絞られるのが怖くて、どんどん決裁に廻しづらくなります…そうこう

しているうちに更に期限が過ぎ、さらに廻しづらくなる…という悪循環！ 

そして、私の部署の上司も…決して悪い人では無いのですが、そんな

私の状況をチェックしてサポートしてくれる余裕はありません。 

…といいますか、そもそも二名の上司が両氏とも私同様に「仕事を溜め

込んでアップアップ」もがいているような状況でした！！ 
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そんなある日…私は「このままでは、いけない！」と奮い立ち、二週間ほ

ど死に物狂いで「溜まった仕事」を片付け、「上司にコッテリ絞られる」の

を覚悟で「溜まった、期限切れの書類の山」を決裁に廻しました。 

 

…が、意外なことに、直後に上司からの「お叱り」はありませんでした。 

私は思わず安堵のため息をつきました。 

そして同時に、 

 

「溜め込んでも怒られないのだから、 

 今後も溜め込んで、定期的に死に物狂いで頑張ればいいのだ！」 

 

…という悪知恵を思いつきました。 

 

しかし数日後、上司の上司…かなり偉い人に「ちょっと、こっち来い！」と

個室に呼び出されてしまいました！！ 

その上司は事務方のナンバー２…飲み会のとき以外はあまり会話が無

かった人でしたが、見るからに強面で…その人が怒った時を想像すると、

とても恐ろしくて逃げ出したい衝動に駆られました。 

 

「やばい！これは、絶対にコッテリ絞られる！！」 

 

私はガクガクブルブルしながらも覚悟を決めて、呼び出された個室（使

用頻度の低い応接室でした）に向かいました。 
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「「ででききなないい」」ににはは、、必必ずず理理由由ががああるる  
「失礼します」…と、多分今から想像するに震えるような声で、私は指定

された個室に入室しました。 

すると、「怖そうな上司」はかなりリラックスした姿勢でソファーに腰を下

ろし、非常にリラックスした表情でタバコを一服していました。 

 

「おう、はしもっちゃん。急に呼び出して悪かったねぇ！」 

 

怖そうな上司は、ニコニコした表情で私にもタバコを勧めてきました。 

私はてっきり頭ごなしに怒鳴られるものだと想定していたので大変意表

を付かれましたが、同時にこれは「罠」で、嵐の前の静けさなのではな

いかと勘ぐり…機嫌を損ねまいと勧められるままに喫煙しました。 

 

「怒鳴るために呼んだんじゃねぇから、安心して楽にしろよ！」 

 

そういわれて私はかなり安心しましたが…緊張というものは、そんなに

簡単に解除できるものではありません。 

しかし、私の予想に反して「叱るため」に個室に呼び出したのでは無い

ということは理解できました。 

 

「書類ハンコ押したけど…随分、大変だったろう？」 

「…はい、申し訳ございませんでした。 

 次からは仕事を溜めないように精一杯努力いたします。」 

 

私のこの返答は、適切では無かったようです。 

 

「じゃあ聞くけどさ、どうすれば次から仕事が溜まらないんだ？」 

「…はい、一生懸命頑張ります。」 

「おいおい、それじゃあさぁ、今までは不真面目に仕事してたっての？」 

「…いえ、頑張ってた…つもり…ですが、もっと頑張りますので…」 
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どうやら、この「怖そうな上司」には、「標準的な上司への応対方法」が

通用しないようです…怒られることを覚悟で、本音で会話しなければ

ならないと、直感的に悟りました。 

 

「怖そうな上司」は、私の行動を良く見てくれていました。 

そして、私の行動の無駄をズバリ指摘しました…それは、 

 

 ■「行動自体が重く、キビキビしていない」 

 ■「単純な仕事は速いが、複雑な仕事は溜め込む傾向にある」 

 

ズバリ指摘されたことで、私はとても恥ずかしいと思いました。 

しかし、「怖そうな上司」は、そのイメージとは裏腹に、非常に繊細な配

慮ができる人物でした。 

 

「悪りぃねぇ…本当はお前さんの直の上司が指導してやらなきゃいかん 

 のだけど、あの様子なんでな。 

 時間は取らせないから、もっと気持ち良く仕事できるようにチョットだ 

 けアドバイスさせてくれや！」 

 

依然として恥ずかしくてたまりませんでしたが、私は思い切って全て正

直に話して、この上司の厚意に甘えて現状を改善したいと思うようにな

っていました。 

 

「いいかい、はしもっちゃん。 

 全ての【できない】には、必ず原因があるんだよ…その原因を取り 

 除かない限り、何も前進しないしラクになりゃしないんだよ。」 
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行行動動ででききなないい「「原原因因」」  
当時の私は、煩雑な書類作成の他に施設の保守管理（修繕や蛍光灯の

交換など雑務）、歳出歳入決算業務から物品の入札運営まで多岐に渡

る業務を掛け持ちで任されていました。 

 

業務の範囲が広く、煩雑な書類作成が多いため、常に書類作成を「面

倒だなぁ」と感じており、蛍光灯の交換などの単純な業務は比較的取り

掛かりやすく…どうしてもこうした「単純で、わかりやすく、簡単な業務」

に 優先で飛びついてしまう傾向にありました。 

 

「やらなければならない業務があるのに、何故、行動に移せないの

か？」 

 

上司は、人が行動に移しにくい…「腰が重くなる」理由は、（確か…）次

の三つであると説明しました。 

 

 （１）「主に経験不足のため、その行動に対して不安が存在する」 

 （２）「苦手とする分野のため、その行動を大変面倒に感じている」 

 （３）「その行動の全体が把握できず、必要以上に難しく捉えている」 

 

当時の私の場合…ものの見事に（１）～（３）全てに該当していました。 

部署替えで新たな部署に異動したばかりで、「経験不足のため、不安

が存在」していました。 

また、当時パソコンが使えず、機械音痴のためにワープロに触ることす

ら苦痛だった私にとって、「書類作成」は非常に「苦痛を感じる、面倒に

感じる」…嫌いな業務でした。 

そして決定的なことは、上司自身も自らの業務でアップアップの状況だ

ったために業務内容に関する方法論などの指導も一切受けられず、私

自身が個々の業務の内容を把握できておらず、手探りであったこともあ

り必要以上に難しく捉えてしまっていたことでした。 
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ままずず、、ここれれかからら起起ここすすべべきき「「行行動動」」のの目目的的をを理理解解すするる  
上司は私が「仕事を溜めてしまっている」＝「行動できずにいる」という問

題の解決策として、３つのステップを教えてくれました。 

 

それは、 

 

 （１）まず、「行動」（私の場合「業務」）の目的を理解する 

 （２）「行動」を構成する内容を分割して捉える 

 （３）「行動」を繰り返し経験を重ねることで簡単にする 

 

実際にはもう少し抽象的な形でしたが、私なりにまとめると上記のよう

なステップになります。 

 

まず 初…これから起こすべき「行動」の目的を理解すること。 

これは考えるまでも無く当然のことですが、「行動」の意味や目的…つ

まり、「求めるべき結果」が明確になってさえいれば、自ずと「目的」まで

の 短ルート、つまり「 も効率的な方法」で行動を起こすことができる

ようになります。 

例えば私の場合、前任者の作成した書類は全てワープロで作成された

書式に手書きで書き込まれたものばかりでしたが、これは「手書きで作

成しなければならない」ということでは無かったのです。 

「書類の内容が正しく記載されている」という結果が満たせれば「手書

き」に拘らず、別にパソコンで作成された書類でも良かったのです。 

「指定された場所に向かう」という行動は、「到着する」のが目的であれ

ば交通機関やマイカーを使って目的を達成（＝到着）しても構わないし、

少し極端ですが「家族に食事を用意する」という行動は「食事を用意す

る」ことが目的なのであれば冷凍食品やインスタント食品で応急的な

（我が家の場合、私が担当すると日常茶飯ですが…）食事の用意をして

も「目的達成」になるのです。 
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大切なのは、 

 

 ■「その行動は、何が目的なのか？」 

 ■「目的達成の 短距離を求めるために有効なものは無いか？」 

 

まず 初に、これらをはっきりとさせておくことです。 

いい方が微妙ではありますが、「 低限の結果さえ出せればよい」とい

う見方で考えると、殆どの行動には何らかの 短距離なり解決法が用

意されているものです。 

無論、実際には大きな「目的」の他にも付随する目的が存在するため、

その「 短距離ルート」には一定の制限を受けることになります。 

（例えば、「家族の食事」がいつも「インスタント食品」なのは、確かに大

いに問題ありといえます…） 

 

…蛇足ですが、この考え方からいくと、私も開業時に「ゼロから独力で

頑張る」という選択肢を選ばず、「開業」という目的への 短距離を求め

るために「フランチャイズに加盟する」という考え方もあったかもしれま

せん…そうすれば、開業直後の「１２０円の缶コーヒーすら贅沢」という極

貧状況を回避できたのかも知れません…。 

 

もしもあなたが英語嫌いなのに就職に有利だと考えてＴＯＥＩＣ対策の

勉強をしたいと考えているのであれば…「就職に有利な資格を取得」と

いうことが目的であれば、必ずしも苦手な英語を学習することが「目的

達成への 短コース」とはいえないかも知れません。 

もっと、得意分野で資格として認定されるようなものはありませんか？ 

 

「目的」を把握し、その達成のための 短距離を求めた場合…必ずしも

自分が計画している行動そのものが「 短距離」でない場合も多いもの

です…その場合、「目的」の把握が正確でなかったために、折角の行動

が徒労に終わってしまう…ということもあり得るのです！！ 
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「「行行動動」」をを構構成成すするる内内容容をを分分割割ししてて捉捉ええるる  
どんな「行動」でも、それを良く見て細かく分解してみると…多くの場合、

「単純または簡単な小さな行動の集合体」であることが分かります。 

例えばＷＥＢサイトを作成する場合には、 

 

 ・どんなＷＥＢサイトにするか？全体の構想を行う 

 ・どんなページ構成にするのかを考える 

 ・各ページのＨＴＭＬファイルを作成する 

 ・挿入する画像を用意する、作成する 

 ・サーバにデータをアップロードする 

 

…個人によっても順番や内容が異なりますが、私の場合はだいたい上

記のような「単純または簡単な小さな行動」が集まって「ＷＥＢサイト作

成」という「行動」を行っています。 

もちろん、これら「分解された行動」も、もっと細かく、もっと単純な行動

に分解しようと思えばいくらでも細かく、単純に分解できます。 

これら個々の「単純または簡単な小さな行動」は…一つ一つはそれほど

面倒なことでは無く、気軽に取り掛かることができます。 

しかし、これらが全て「合体」した一つの大きな「行動」…「ＷＥＢサイト作

成」という形になると…何故か、とても面倒に感じてしまい、ともすれば

後手後手に回しがちです…。 

 

例えば今、あなたが新たに…例えば「情報起業家」として事業を開業し

ようと考えていた場合…「開業する」という行動だけを直視すれば、そ

れはあなたにとって未経験の領域であり、全体像の確認すらままならず

…不安で、面倒そうで…まさに「何から手を付けたら良いのかわからな

い」状況になってしまうかもしれません。 

しかし、「開業する」という大きな行動を細かくステップごとに分解し、

それを「設計図」のように紙に書き出してゆけば…自ずと現時点で取り

組むべき「単純または簡単な小さな行動」が明示されることになります。 

例えば、 
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 （情報収集） 

 ・まずは「どうすれば開業できるか？」を情報収集する 

 

 （開業準備） 

 ※以下が（情報収集）で得られた結果と仮定。 

 ・販売すべき情報商材を用意（作成または購入）する 

 ・事業用の銀行口座を準備する 

 ・ＡＳＰに利用登録を行う 

 ・販売する情報商材のセールスページを準備する 

 

終的な「開業」という行動を分解すると、上記のような「小さな行動」

の集合体であることが判明し、これら個々の「小さな行動」を一つづつ

実行に移してゆくだけで確実かつ自然に「開業」という行動が達成でき

ることがわかります。 

もちろん、上記の個々の「小さな行動」も、一つ一つが「もっと小さな行

動」の集合体であり、もっと細かく分解してゆくことで「より単純に」「より

簡単に」捉えることが可能です。 

自分自身が気軽に、自信を持って挑戦できるレベルまで「行動」を細か
く分解し、ハードルを下げる…私達が直面する殆どの「行動」「目標」は
このように「分解して捉える」ことでどんどんその「不安度」「面倒くささ」
を低下させることが可能なのです。 
 

また、私たちが起こさなければならない「行動」には、初めての試みや

未知の経験に関するものも決して少なくありません…こうした場合、私

たちは常に「未知なる行動、経験、そして失敗への不安」を抱いたまま

行動に移らなければなりません。 

…そんな時でも、「行動を分解して捉える」ことと前述の「効果的な方法

を模索する」（例えば、誰かの力を借りることはできないか？便利な道具

は存在しないか？）、この二つの考え方を組み合わせることで、「未知

なる試み」に対するハードルを可能な限り低く捉えることができるので

す。 
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「「行行動動」」をを繰繰りり返返しし、、経経験験をを重重ねねるるここととでで簡簡単単ににすするる  
私たちが起こさなければならない「行動」には、 

 

 ■「一度だけ奮起して起こせばよいもの」（例：「開業」など） 

 ■「日常的に行わねばならないもの」（例：「業務」「長期的目標」など） 

 

大雑把に分けて上記の二種類の「行動」が存在します。 

前者（一度きりで良いもの）は一度きりの奮起で良いので一度行動を完

了すればそれだけで「目標達成」という結果が得られますが、後者（日

常的に行う必要があるもの）は「何度も繰り返し」行動を起こす必要があ

ります。 

 

例えその行動が複雑で、思わずしり込みしてしまうような面倒なもので

あったとしても、「複数回」…場合によっては「毎日」、その「複雑で面倒

な行動」を繰り返さなければならないのです。 

 

結論からいって、誰だって複雑で面倒なことは嫌いです。 

特に自分自身が「苦手」と認識している部類の行動は、どれだけ繰り返

しても「面倒くさい」ことに変わりは無い…ということが殆どです。 

 

でも、しかし… 

 

その「面倒くさい」ことを、「耐え難いほど面倒くさい」から「ちょっと面

倒」程度に緩和させる…ということなら、誰にでも例外無くできます。 

それが、 

 

 「行動を繰り返し、経験を重ねることで簡単にする」 

 

ということです。 
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一見すると「いわれなくても分かっているよ！」といいたくなることですが、

実際、殆どの人は、 

 

 「いわれなくても分かっているけど、 

 実際には実践していないし、その効果を体感したことも無い」 

 

というのが実際です。 

 

また、ことに新たな行動ともなると、「どうせ苦手だから」「考えただけで

面倒そうだから」…と、憶測や思い込みだけで余計に「面倒くさい」とい

うイメージを増長（「食わず嫌い現象」）させてしまい、それが更に行動と

決断を鈍らせる…という負のスパイラルに陥りがちです。 

 

誰だって、どんなことをするにも 初は「面倒くさい」のです。 

私たちには既にその苦痛の記憶すらありませんが、ごくごく普通に自分

の手足をコントロールして「立つ」「歩く」「掴む」ことさえも、 初は想像

を絶する困難を伴い、それを克服し、繰り返し「行動」することで…今日

のように手足を自由に使って「立ち」「歩き」「掴む」ことを自然に…困難

や苦痛を感じることなく行えるようになったのです！ 

ゆえに、あなたも私も…人は万に一つの例外も無く、 

 

 「面倒くさいことを繰り返すことで、 

 全く困難や苦痛を感じることなく自然にできてしまうようになる能力」 

 

という素晴らしい力を…既にその脳に、体に、会得しているのです！！ 

 

繰り返すこと以前に、到底行動を起こす気にもなれないような「面倒くさ

い行動」…しかし、思い切って 初の一歩を踏み出さなければ…そして、

「自然にできる」とまではいかずとも、「ちょっと面倒」レベルまで慣れる

ためには「場数」を踏んで経験を蓄積してゆくしかありません。 
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でも…決して、難しく考えないでください。 

何故ならば、私たちが「面倒くさそう」と禁忌している行動の殆どは、先

ほども触れました「食わず嫌いな思い込み」も手伝って、「面倒くささレ

ベル」が助長されているに過ぎないのです。 

 

まず、「面倒くさそう」な行動に着手する前には…その「面倒くさそう」な

行動に対して余裕を持って、そして集中して取りかかれるように、 

 

 

 ・他の、余計な雑務を片付けて、できるだけ時間を作っておきましょう 

 

 ・他の、すぐに解決できる問題をできるだけ片付けて、 

  可能な限り精神的に余裕のある状況を作っておきましょう 

 

 ・その「面倒くさそう」な行動を終えたときのために、自分自身が 

  喜ぶような「自分へのご褒美」を用意しておいてあげましょう 

 

 

こうした準備を整え、「できるだけ余裕のある環境」を作り出してから…

「 初の一歩」を踏み出してみてください。 

 

すると…大抵の場合、あなたはきっと気が付くはずです。 

 

 ・「思い切ってやってみたら、案外ノッてきた」 

 ・「集中してみたら、意外と面白くて夢中になれた」 

 ・「予想に反してあっけなく片付いた」 

 

私も、初めて着手する連続的な「行動」に対しては毎回恒例のように「面

倒そうだなぁ、厭だなぁ…」と根拠の曖昧な面倒くささや不安を感じて

いましたが、それらの３つに２つは上記のような「やってみたら、なんて

ことはなかった！」という結果でした。 
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そして、「繰り返す」ことによって… 

 

 ・その「行動」は、だいたいどれくらいの時間で片付く 

 ・その「行動」は、このようなコツがある 

 ・その「行動」は、ここを端折っても大丈夫 

 

…といった、知恵やらカンやら、はたまた悪知恵まで身についてきます。 

そして、こうした「新たな行動に慣れる」ことを繰り返してゆくと…やが

て、更に新たな「面倒そうな行動」の必要に迫られた際にも、その行動

にこれまで経験してきた行動との類似点を少しでも見出せれば、概略

を知っただけで、 

 

 「ああ、どうせ○○して××すればいいだけなんだね！」 

 「だいたい○時間で片付くだろう！」 

 「ちょっと不明点もあるけど、まぁ、臨機応変になんとかなるだろ！」 

 

…という自信といいますか、「応用力」といいますか…とにかく「新たな

行動・未知なる経験への対応力」が、自然と身についているものです。 

 

どんなに自信に溢れた人物でも、何があっても動じない頼れる上司も

…こうして「場数、経験」を重ねることで…それも、幅広いジャンルにお

いて蓄積してきたことで、その自信やパワーを手に入れたのです！ 

 

逃げてばかりでは…結局、昔の私と一緒で、何も得るものが無いどころ

か「厭なこと」が溜まって精神的にも肉体的にも病んでしまうだけです。 

しかし、自分を上手く誘導して 初の一歩を踏み出し、経験を重ねるこ

とで…「自信」や「カン」「応用力」や、時には「悪知恵」「大胆さ」も身につ

け、それがあなたを「自信に溢れた、頼れる存在」に成長させてくれる

のです！！ 

…もっとも、かつての上司の受け売りにて、私自身も未だ「その途上」で

はあるのですが、現在の小さな自信はこうして培われてきました。 
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