
いつも多忙な⼈が
“新たに使える時間”を
増やす3つの秘密

750名以上のクライアントさんをコーチングして分かった



■著作権について
当レポートと表記は著作権法で保護されている著作物です。
当レポートの著作権は発行者にあります。
当レポートの使用に関しましては、以下の点にご注意ください。

■使用許諾契約書
本契約は、当レポートを入手した個人・法人(以下、甲と称す)と発行
者(以下、乙と称す)との間で合意した契約です。当レポートを甲が受
け取り開封することにより、甲はこの契約に同意したことになりま
す。

第1条 本契約の目的:
乙が著作権を有する当レポートに含まれる情報を、本契約に基づき甲
が非独占的に使用する権利を承諾します。

第2条 禁止事項:
当レポートに含まれる情報は、著作権法によって保護されています。
甲は当レポートから得た情報を、乙の書面による事前許可を得ずに出
版・講演活動および電子メディアによる配信等により一般公開するこ
とを禁じます。

特に当ファイルを第三者に渡すことは厳しく禁じます。甲は、自らの
事業、所属する会社および関連組織においてのみ当レポートに含まれ
る情報を使用できるものとします。

第3条 損害賠償:
甲が本契約の第2条に違反し、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対
し、違約金が発生する場合がありますのでご注意ください。

第4条 契約の解除:
甲が本契約に違反したと乙が判断した場合、乙は使用許諾契約書を解
除することができます。

第5条責任の範囲:
当レポートの情報の使用の一切の責任は甲にあり、この情報を使って
万一いかなる損害が生じた場合も乙は甲に対して一切の責任を負いま
せん。
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このレポートの著者

© 2023 Shun Hiradoi

平土井 俊（ひらどい しゅん）
Time Creations代表

延べ35,800人以上に読まれたAmazonランキング１位獲得の電子
書籍「仕事も人生もすべてが思い通りになるタイムマネジメントノ
ート® 」、目標達成のためのタスクマネジメント本「今日から超・
行動体質に生まれ変わる　あなたを動かすタスクの作り方　目標達
成のためのタイニー・タスクマネジメント」の著者。

勤務先と自宅を往復する多忙な日々を過ごしたことで、体調不良に
より１ヶ月間休職を余儀なくされる。その際、限られた時間を大切
にすることを決意し、タイムマネジメントに取り組み始める。

時間は資源であるという考えの基、自らのパフォーマンス・スキル
を最大化させたところ、復帰後に社内評価が劇的に変化。利益に大
きく貢献したとして、１年間で最も活躍した社員１名に贈られる
「社長賞」を受賞。タイムマネジメントにより、自らの時間が確保
できただけでなく、人生の質が大幅にアップしたことを実感。

さらに、これまでの体験から、人の成長に関わり続けたいと考え起
業を決意。起業後は、企業で働くサラリーマンの方向けに、人生の
質を高める１つの方法として、会社に頼らず、自力でオンライン完
結型のプロコーチとして年収500万円を達成する働き方、ライフス
タイルを提供している。今まで延べ750名以上の目標の実現、時間
の使い方の改善、キャリアアップや独立支援をサポート。

毎朝８時に配信されるビジネスマン、起業家、個人事業主のための
タイムマネジメント＆目標達成能力アップを研究・実践する日刊メ
ルマガ【ビジタマ！】を運営中（2022年11月に配信5周年を迎
え、2023年1月に連続配信1900回目を達成）。

人々が貴重な命（時間）の使い方をより良くしていき、「最幸の人
生」を生きていくためのキッカケを創っていくために、日々、配信
し続けている。

2



もしかすると、このレポートを読んでいるあなたは、こんな悩みを抱
えているのではないでしょうか？

「今まで自分自身でタイムマネジメントに挑戦してきたけど、どうに
も成果を感じられない…」
「タイムマネジメントに関して課題意識を持っているが、なかなか改
善に向けた具体的な行動に移せていない…」
「いつもやりたいことや、やるべきことがたくさんで、毎日忙殺され
て過ごしている…」

…もしこう思ったことがあるなら、このレポートの内容は役に立つと
思います。

このレポートを最後まで読んでいただくことであなたは、

・「どうすれば多忙な人が新たに使える時間を増やすことができる
か？」について知ることができます。

・「タイムマネジメントが上手くいく人とそうでない人の違い」が分
かるようになります。

・「すぐにできる時間を増やすためのアイデア」をお伝えします。

改めまして“最幸の人生”を創り出す目標達成＆タイムマネジメントの
専門家の平土井です。

僕は2018年12月にタイムマネジメントの電子書籍を出版しました。
多くの方に購入していただき、おかげで、Amazonランキング1位を
獲得することができました。

そして、そこから延べ750名以上の方とコーチングする機会に恵ま
れ、多くの方のタイムマネジメントに関する悩みを聴いてきました。

その悩みの中で特に多かったものが・・・
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多くの方が抱えている悩み。それは…

タイムマネジメントについて相談してくる多くの方が、
『時間が足りない・・・』という悩みを抱えていたのでした。

実際にこんな声がありました。

「ほぼ毎日、21時～22時ごろまで（繁忙期は日付が変わるころま
で）残業しており、自分の時間が思うようにとれない状況でした。し
かもその状態が数年続いており、完全に常態化していました」

「今まで以上に朝早くから動いているのに、時間が足りないのはなぜ
だろう？いつもやりたいことややるべきことがたくさんで、毎日忙殺
されて過ごしていました。このままでは、自分の理想とする働き方や
未来には近づけそうにないなと思っていました」

「完璧主義かつ心配性の性格もあり、重要度の高いイベントがある
と、必要以上にその作業や思考（悩み）に時間を注入してしまう傾向
にあり、自分への投資や睡眠時間を圧迫して、自身の生活のリズムや
計画を崩していまうことがある」

・・・このように、「時間が足りない」と悩んでいる方が多かったの
です。

では、なぜ、時間が足りなくなるのでしょうか？
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タイムマネジメントが上手くいかない人の特徴とは？

これは多くの方にヒアリングして分かったことなのですが・・・

タイムマネジメントが上手くいかない人は、「今の状況を変えずに、
時間を増やそうとしている」ということが分かったのです。

これはどういう事かと言うと・・・

今の自分がやっていることはそのままにして、「あれもやりたい、こ
れもやりたい」とさらに自分がやることを増やしてしまっているので
す。

でも、「1日は24時間」。この事実は変わりません。

現状を変えずにやることを増やしてしまえば、当然、使える時間はほ
とんどなくなっていきます。

結果、「やりたいことが多すぎて時間が足りない・・・」「自分は時
間の使い方が下手だ・・・」と自分で自分のセルフイメージを低くし
ている人が大勢いることが分かったのです。

しかし、それとは逆に、タイムマネジメントが上手くいっている人も
いました。

© 2023 Shun Hiradoi 5



タイムマネジメントが上手い人の共通点

タイムマネジメントが上手い人はこんな共通がありました。
それは・・・

自分の時間を増やすために、今やっていることを“減らす”、
もしくは、“なくす”という選択をしていたのです。

彼らは「今の自分に何が一番大事か？」を考え、その時間を確保する
ために今までやってきたことにかける時間を削減していたのです。

例えば、サラリーマンの広田さん(40代・男性・医療機器申請 ※仮名)
は、家族と一緒にいる時間を増やすために、いつもなら必要以上に仕
事をして残業していた時間を“なくし”ました。

また、個人事業主の山下さん(30代・女性・サロン経営者)は、将来の
計画を立てる時間や新しい商品・サービスを作る時間を増やすため
に、今まで700回以上毎日配信していたメルマガを週2回の配信に“減
らし”ました。

こうして、彼・彼女らは、“今の自分にとって大切な”家族と一緒にい
る時間や将来の計画を立てる時間を作っていったのです。
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時間の使い方は「トレードオフ」の関係

当たり前のことですが、時間の使い方は「トレードオフ」の関係で
す。

ちなみに、トレードオフとは、何かを得ると別の何かを失う関係のこ
とを指します。

つまり、何かに時間を使うということは、別の何かに時間を使えなく
なるということです。

例えば、仕事で残業しているということは、家族と一緒に食事した
り、会話したりする時間とトレードオフしているわけです。

他にも、YouTubeで動画を楽しんでいるということは、自分を成長さ
せるために自己投資をする時間とトレードオフしています。

タイムマネジメントが上手くいっている人は、この原則をちゃんと理
解しています。

ですので、自分が得たい結果や変化のために、柔軟に今やっているこ
とを減らしたり、なくして自分が使える時間を増やしているのです。
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自分が使える時間を増やすためのカギ

いかがでしょうか？

自分が使える時間を増やすためのカギは、
『今やっていることを減らすこと』
です。

今やっていることを減らせば、新たな時間を作ることができます。

実際に、さきほど紹介したサラリーマンの広田さんは、残業時間が月
に40時間あった状態から、５時間まで減らすことができ、家族と一緒
に過ごす時間が増えるようになりました。

また、毎日メルマガ配信をしていた個人事業主の山下さんは、配信を
週2回に減らしたことで、月に18時間の自分の時間を作ることがで
き、将来の計画を立てる時間や新しい商品・サービスを作る時間を増
やすことができました。

でも、これを聞いてあなたは、こんなことを思いませんでしたか？

「今やっていることを減らすのは、難しそう…」

「今やっていることは、どれも重要だからなくせない」

「今やっていることをやめてしまうと、何か問題が起こりそう…」

多くの方が、「やることを減らせば良い」というのは何となく分かっ
ているのですが、今お伝えしたような思い込みにとらわれて時間を増
やすことができていないんです。

そこで、これからこの３つの思い込みの解説と解決策をお伝えしてい
きたいと思います。
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時間を増やせない3つの思い込み①
「今やっていることを減らすのは、難しそう・・・」

これは、今やっていることをどうやって減らせばよいか分からない状
態です。

やっていることがたくさんあって、どれを減らせば最適な形で時間を
増やせるのか見当がついていません。

ですので、「よく分からない。今やっていることを減らすのは、難し
そう…」と思ってしまいます。

しかし、これは「減らすための基準」があれば簡単です。

「減らすための基準」とは、基準に照らし合わせることで、今やって
いることの中で何を減らせばよいか明確になるものです。

何か物事を決める時は、基準があると決めやすくなります。

例えば、引っ越しをする時って、引っ越し先の条件を決めますよね？

「駅まで5分」「バス・トイレ別」「2階以上」「南向き」といった具
合に。

この「引っ越し先を選ぶための基準」があるから、膨大な量の物件か
ら自分に合った住まいを見つけることができます。

同じように、自分の中に「今やっていることを減らすための基準」が
あれば、簡単にどれを減らせばよいか分かります。

そして、自分が使える時間を増やすことができるようになります。
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実際に、医療機器申請のお仕事をされている広田さんは、自分の中に
「減らすための基準」を作ったことで、残業時間が月に40時間あった
状態から５時間まで減らすことができ、家族と一緒に過ごす時間が増
えるようになりました。

ですので、「今やっていることを減らすのは、難しそう…」と思って
いるのであれば、「減らすための基準」を持つことで、簡単に減らす
ことができます。
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《解決策》
減らすための基準を作る



時間を増やせない3つの思い込み②
「今やっていることは、どれも重要だからなくせない」

これは、今やっていることがどれも大事なものだから減らすことがで
きないと思っている状態です。

やっていることのどれもが優先順位が同じになってしまっているのが
原因です。

ですので、「今やっていることは、どれも重要だからなくせない」と
思ってしまいます。

しかし、重要なことはあなたが思っている以上に少ないです。

「パレートの法則」により、重要なものは全体の2割くらいしかあり
ません。

ちなみに、「パレートの法則」とは、イタリア経済学者ヴィルフレ
ド・パレートが発見した法則です。

パレートは、「経済において全体の数値の大部分は、全体を構成する
うちの一部の要素が生み出している」と提唱しました。

「80：20の法則」「ばらつきの法則」とも呼ばれています。

現代でよくパレートの法則が用いられている現象を紹介します。

例えば・・・

・売上の8割は、全顧客の2割が生み出している
・商品の売上の8割は、全商品の2割が生み出している
・売上の8割は、全従業員のうち2割で生み出している
・仕事の成果の8割は、費やした時間全体のうち2割の時間で生み出し
ている
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ですから・・・

パレートの法則にならって、あなたが重要だと思ってやっていること
の2割だけを残せば、全体の8割の成果を生み出すことができ、余った
時間を新たな時間として活用できます。

実際に、個人事業主の小峰さん(40代・女性・コンサルタント、WEＢ
ライター)は、より重要な2割の仕事だけを残したことで、「やるこ
と・やりたいことが多すぎて身動きが取れない状態から、使える時間
が週に10時間以上増えたうえに、収入まで月に10万円くらいアップ
しました」と仰っています。

ですので、「今やっていることは、どれも重要だからなくせない」
と思っているのであれば、、、

重要なことはあなたが思っている以上に少なく、より重要な2割だけ
を残すことで自分が使える時間を増やすことができます。
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《解決策》
より重要な2割だけ残す



時間を増やせない3つの思い込み③
「今やっていることをやめてしまうと、何か問題が起こ
りそう…」

これは、今やっていることをやめてしまうと、自分に何か不利益なこ
とが起きるのでは？と心配している状態です。

実際には起きてないことをネガティブな形で先取りしてイメージして
しまっているのが原因です。

ですので、「今やっていることをやめてしまうと、何か問題が起こり
そう…」と思ってしまいます。

しかし、実際にやってみれば分かりますが、意外と問題になることは
少ないです。

とは言え、「そうは言っても…」と心配になる気持ちは分かります。

そこで、まずは「お試し」でやめてみることをオススメします。

やめた後にどうなるのか分からなくて怖い場合は、期間限定でやめて
みれば良いのです。

そこから、続けるのか、元に戻すのかを決めればOKです。

実際に、公務員のお仕事をされている大原さん(30代・女性・地方公
務員 ※仮名)は、出張すると必ず報告書を作成する必要があったので
すが、細かい部分まで書かないといけないと思っており、時間をかけ
て報告書を作成していました。

しかし、時間の使い方を見直すために報告書の中身をチェックしたと
ころ、報告書の中に「誰にも見返されない」部分を発見しました。
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そこで試しに「誰にも見返されない部分」は、ディテールにこだわら
ず、サラッと作成することにしました。

おかげで、報告書作成で帰宅時間が遅くなっていたところを早めに退
勤できるようになり、その後も特に問題は起きませんでした。

ですので、「今やっていることをやめてしまうと、何か問題が起こり
そう・・・」と思っているのであれば、

意外と問題になることは少ないので、試しに期間限定でやめてみるこ
とをオススメします。
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《解決策》
“お試し”でやめてみる



いかがでしたでしょうか？

タイムマネジメントが上手くいかない人は、今の状況を変えずに時間
を増やそうとしています。しかし、時間はトレードオフの関係にある
ので、何かに時間を使えば何かに時間を使えなくなります。

ですので、自分の使える時間を増やすためには、今やっていることを
減らしたり、なくす必要があります。

でも、タイムマネジメントが上手くいかない人は、
「今やっていることを減らすのは、難しそう・・・」
「今やっていることは、どれも重要だからなくせない・・・」
「今やっていることをやめてしまうと、何か問題が起こりそ
う・・・」という思い込みにとらわれて、時間を増やすことができて
いないのです。

しかし、このレポートでお伝えした通り、
・「減らすための基準」を用意すれば簡単に今やっていることを減ら
せますし、
・重要なことはあなたが思っている以上に少なく、より重要な2割だ
けを残すことで自分が使える時間を増やすことができます。
・また、意外と問題が起こることは少ないので、何が起こるか分から
なくて怖いなら、まずはお試しでやめてみるのも良い手です。

あなたがもし、「時間が足りない・・・」と悩んでいるのなら、ぜ
ひ、レポートでお伝えした内容を1つでも良いので試してみてくださ
いね。

そうすれば、事例で紹介した方たちのように使える時間を増やすこと
ができ、“今の自分にとって大切なこと”に時間を使え、日々に充実感
を得られるようになります。

このレポートがあなたの最幸の未来を創るキッカケになれば幸いで
す。

平土井 俊

おわりに
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