
人事の
デジタルアナリティクス
人事の
デジタルアナリティクス

セレクション＆バリエーション㈱　コンサルタント　太田愛実

～ちょっと試したいデータ分析のスキルとセンス～

-JJ-

70 人事マネジメント　2021.5
www.busi-pub.com

　本連載シリーズでは，数字が苦
手な方でも取り組みやすい基本的
な分析手法を解説していきます
が，分析をする以上，最低限の統
計知識は必要です。難しいもので
はないので，数字が苦手な方もぜ
ひ読んでみてください。

1．いろいろな代表値
　データを扱うときに知っておき
たいのが代表値です。代表値は，
データの全体的な傾向を表す，デ
ータ全体を代表する数値です。こ
こでは，「平均値」「最頻値」「中央
値」の 3つを紹介します（図表 1）。
 代表値 1 ：平均値
　平均値は，すべてのデータを足
した値をデータの数で割った数値
です。例えば，20人の社員の評
価点数で考えてみましょう。今，
20人の社員の，それぞれの評価
を取った人数が図表 1の通りだっ
たとします。この場合の平均値は，
全員の評価点数の合計値を，人数
の20で割った71点になります。
平均点が71点と聞くと，だいた
いの人が70点前後だったのかな，
と考えてしまいがちです。しかし
データをよく見てみると，半数以
上が80点以上です。評価が低い
一部の社員の影響で，平均値が下

がっているのです。
　平均値は最もよく使う代表値で
すが，極端に他の数値から外れた
値の影響を受けやすいため，実態
を適切に表さない場合がありま
す。例えば，部署別の所属社員の
年齢を分析する場合，平均年齢が
同じでも，平均値付近に均等に分
布しているかもしれませんし，実
際はもっと低年齢層に集中してい
るのに，一部の嘱託社員の影響を
受けているのかもしれません。平
均だけでは実際の分布が把握しに
くいのです。そこで有効なのが，
平均だけではなく，他の代表値も
見て，より実態に即したデータ傾
向を把握することです。
 代表値 2 ：最頻値
　最頻値とは最も現れる頻度が高
い数値のことです。先ほどの評価
点数の例で考えてみましょう。
　図表 1を見ると，人数の割合が
最も多いのは80点です。現れる
頻度が最も高い数値，最頻値は
80点ということになります。平
均値に加えて最頻値を知ること
で，多くの人は80点を取ってい
るのに平均が70点ということは，
極端に低い評価を取った人が何人
かいたのかな？　と推測できるよ
うになります。

 代表値 3 ：中央値
　中央値はデータを大きさの順番
に並べたときに，ちょうど中央に
あるデータのことです。先ほどの
評価点数の例で考えてみましょ
う。この例では全員で20人なの
で，上から数えて10人目・11人
目の評価点数である80点が中央
値です。平均値に加えて中央値を
知ることで，80点以上を取った
人が半数以上いるにもかかわらず
平均が70点ということは，最頻
値で見た場合と同様に，極端に低
い評価を取った人が何人かいたの
かな？　と推測できます。

2．データのばらつき
　人事データ分析で代表値同様に
重要なのが，データのばらつきを
表す指標です。例えば 2つの部署
の評価データを比較したときに，
先ほどの 3つの代表値が同じであ
っても，データの内容が大きく異
なる場合があるからです。
　例えば，次の 2つの部署の評価
点数について考えてみましょう
（図表 2）。どちらの部署も平均は
50点ですが，その内訳は全く異
なります。部署Aは全員同じ評価
で「ばらつきが小さい」のに対し
て，部署Bは100点～ 0点と幅が
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あり，「ばらつきが大きい」とな
ります。これがばらつきのイメー
ジです。代表値だけではなくばら
つきを知っておかなければ，どの
ようなデータの集まりなのかを把
握できないのです。
 ばらつき 1 ：偏差
　偏差とは，平均値からどれくら
い離れているかを表す数値です。
先ほどの部署Bの評価を例に見て
みましょう。100点の人の偏差は，
100点と平均点の差を計算すれば
分かります。偏差は100点－50点
＝50点です。 0点の人の偏差は，
0点－50点＝－50点です。この
ように偏差は平均値とどれくらい
離れているのか，平均からのばら
つきを表す指標です。
 ばらつき 2 ：分散
　偏差を計算するとある特定のデ
ータが平均値からどれくらい離れ
ているかが分かります。では，デ
ータの集まり全体としてどれくら
いばらつきがあるのかを知るには
どうすればいいでしょうか。勘の

良い方は，すべての偏差を足し合
わせれば，全体のばらつきが分か
りそうだな，と思われるかもしれ
ません。
　しかし，ここで 1つ問題があり
ます。すべての偏差を足すと，必
ずゼロになってしまうのです。先
ほどの部署Bの評価点数の例で考
えてみましょう。各社員の偏差は，
50点，0点，－50点です。3つの
数値を足すと，50＋ 0－50＝ 0
になります。なぜゼロになるのか，
ここでは詳しい証明は省きます
が，足してゼロになるというのは
偏差が持っている性質なのです。
　そこで活用できる指標が分散で
す。分散は，すべてのデータの偏
差を 2乗してから足し合わせた値
をデータの数で割ったものです。
偏差を 2乗してから足すことでマ
イナスの値がプラスになり，足し
てもゼロにはなりません。このよ
うに分散は偏差の 2乗の平均を計
算することで，データのばらつき
を表すことができる指標です。

 ばらつき 3 ：標準偏差
　データのばらつきを知るには分
散を見ればよいということが分か
りました。しかし，分散には不便
な特徴があります。それは，計算
の過程で 2乗しているため，平均
と単位が異なることです。例えば
先ほどの評価点数の例でいうと，
平均評価点数の単位は「点」です
が，点数を 2乗した分散の単位は
「点」ではないのです。平均と分
散は単位が違うため，平均と分散
を足したり，比べたりできません。
　そこで便利なのが標準偏差で
す。標準偏差は分散の平方根，つ
まり 2乗の逆を計算することで算
出する値で，分散と同じようにデ
ータのばらつきを表します。標準
偏差なら， 2乗することで平均と
単位が違ってしまった分散の単位
を，平均と同じものに戻せます。
標準偏差は統計を扱う際に頻繁に
出てくる指標ですが，考え方が少
し難しいため，統計に対する苦手
意識の原因になりがちです。しか
し，偏差⇒分散⇒標準偏差の関係
を理解しておけば，それほど難し
くはないでしょう。
　次回は，いよいよ実際のデータ
分析に入っていきます。
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