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　前回は，人事データの分析に必
要な統計学の基礎知識を解説しま
した。今回はそれらの知識を使っ
て人事データを可視化する手法に
ついて見ていきましょう。

1．可視化のメリットと手法
　人事データを分析するに当た
り，複雑な手法から始めるとどう
してもハードルが高くなってしま
います。そこで，まずは既存の人
事データの可視化から始めてみま
しょう。人事データを可視化する
ことで，異常値や規則性の発見な
ど，数字を並べるだけでは見えな
い気付きが得られます。今回解説
する手法を使って，ぜひ様々なデ
ータを可視化してみてください。
 手法 1 ：ヒストグラム
　最初にご紹介するのはヒストグ
ラムという手法です。ヒストグラ
ムを作成するには，まず度数分布
表を作成する必要があります。
　度数分布表とは，データを階層
に分けて，それぞれの階層に入る
データがいくつあるのかを表にま
とめたものです。
　ある部署の20人の評価データ
を例に見てみましょう（図表 1）。
元データでは，個々人の評価は分
かりますが，部署の全体傾向は把

握できません。こうした個別デー
タを度数分布表にまとめると，ど
の評価にどのくらいの人数がいる
のかが一目瞭然になります。
　度数分布表ができたら，それを
棒グラフにします。この階層別の
棒グラフの集まりがヒストグラム
です。ヒストグラムで表すと，デ
ータの傾向が一目で分かるように
なります。先ほどの例の場合，真
ん中のB評価が最も多く，そこか
ら高い評価と低い評価が山のよう
に分布していることが形で理解で
きます。このグラフを使って他部
署や全社傾向との比較，あるいは
時期による比較を試みると，新た
な課題の存在等に気が付くかもし
れません。データや階層の数が多
いほどヒストグラムで可視化する
ことによる気付きは得られやすく
なります。データの全体的な傾向
を把握したい場合は，ぜひ活用し
てみましょう。
　Excelを使う場合は，グラフ挿
入から「ヒストグラム」を選択し
て作成してもいいし，同じくグラ
フ挿入から「棒グラフ」を選択し，
棒グラフ間の間隔を「0」に設定
することでも作成できます。
 手法 2 ：散布図
　続いてご紹介するのは散布図と

いう手法です。散布図で表すこと
で， 2つの要素を持つデータの，
要素間の関係やデータの傾向が可
視化できます。
　散布図では，横軸と縦軸にそれ
ぞれ 1要素ずつ単位を取り，各デ
ータの該当数値を点でプロットし
ていきます。
　具体的な方法をある部署の年齢
と月給のデータの例で見てみまし
ょう（図表 2）。この例では，「年
齢」と「月給」という 2つの要素
を 1つの散布図で表します。まず，
横軸に年齢，縦軸に月給を取りま
す。そしてそれぞれのデータが該
当する数値部分に 1つずつ点でプ
ロットしていきます。すべての点
をプロットしたら，全体的なデー
タの傾向を確認してみます。この
例の場合，データの分布が全体的
に右上がりで，年齢が上がるにつ
れて月給が高くなる年功序列型に
なっていることが分かります。全
体的な形やプロットの偏り部分に
注目して傾向を把握します。
　散布図の副次的な効果として，
外れ値が分かりやすいという点が
あります。外れ値とは，データの
全体的な傾向から大きく外れてい
る異常なデータのことです。この
場合，年齢の割に月給が低い人が
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1人いることが分かります。この
データが誤りなのか，休職等で一
時的に月給が低くなっているのか
など原因追究の手がかりとなり，
さらに深い分析ができます。
　このように，散布図を用いれば，
2つの要素を持つデータの全体的
な傾向を目で見て把握できるよう
になります。Excelを使う場合は，
グラフ挿入から「散布図」を選択
して作成してみましょう。

2．可視化のポイント
 ポイント 1 ：目的に応じた手
段を使う
　可視化する際に使用する表やグ

ラフには多くの種類があり，それ
ぞれに適した使い方があります。
例えば，散布図は 2つの要素の関
係を把握したい場合に適していま
すが，各要素を関連性ではなく，
ただ時系列で比較したい場合など
は折れ線グラフのほうが適してい
るかもしれません。
　このように，目的に応じた表や
グラフを使って可視化すれば，デ
ータの傾向は正しく把握できま
す。また，プレゼンなどに可視化
したグラフを載せる場合も，目的
に応じたグラフを使えば，見る人
に目的を理解してもらえます。

 ポイント 2 ：様々な切り口で
可視化する
　可視化する際は， 1つグラフを
作って終わりではなく，色々な切
り口から作るようにしましょう。
　例えば先ほどの給与分析の場
合，年齢だけではなく，入社歴，
部署別，等級別，勤務地別など，
様々な横軸の視点が考えられま
す。また，縦軸も残業代込みの年
収，基準内賃金など，色々な切り
口から分析できます。複数の切り
口で可視化したうえで，傾向の違
いを比較し，原因を探ることが新
たな発見につながります。
 ポイント 3 ：よく使われる切
り口を知っておく
　分析の手法をいくつかご紹介し
てきましたが，そもそも何を可視
化すればいいのか迷うかもしれま
せん。そこで，よく可視化される
人事データと切り口をまとめまし
た（図表 3）。何から始めたらい
いのか分からないという方は，こ
のような切り口を参考にデータを
可視化し，傾向を把握することか
ら始めてみましょう。また，複数
の要素の関係性に注目すると，さ
らなる発見ができるでしょう。
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図表 1　基データから度数分布表とヒストグラムを作成する 

図表 2　基データから散布図を作成する 
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