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はじめに

データマネジメントやデータ分析において、

とても重要なのはデータの質を高めることです。

この解説書はパナリット導入時に行われる、

システム連携後の「データクレンジング」について、実例

と共に解説します。

パナリットでは、右の 7 つのステップに従ってデータクレ

ンジングを行います。

これらのステップは一度きりではなく、常にモニタリング

し、何度も繰り返すことでデータの質を保ち、向上させて

いくことが大切です。
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分析に必要なデータテーブルを統合・一元化し必要な
データを揃える

欠損しているデータを特定し、不正なレコード、不完全
なレコードを可能な限り復元する

整理されていないデータを整え、統一された見解を提
供する

分析用に最適化された独自の構造を持つためにデー
タを変更および編成する

データの一貫性と信頼性を確保するため、一連の検証
ルールに合致するかを測るテストを行う

既存のデータセットに価値ある情報を  (ケースバイケー
スで）追加する

複数のデータセットを統合する際に発生しがちな重複
レコードを察知し、削除する



データセットの統合

人事データは多くの場合さまざまなシステムやファ

イルに分断され、フォーマットも異なることが多々あ

ります。分析業務を行う前に、データセットを統合

する必要があります。

 
右記は2つのデータテーブル（従業員テーブルおよ

び組織テーブル）です。従業員テーブルには部署

コードが書かれていますが、部署の詳細やチーム

については情報がありません。 

分析に必要な際はこのテーブルのデータを連携

し、一元化する必要があります。

データの種類を連携し一元化する
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従業員テーブル：

組織テーブル：

従業員 ID 部署コード 名前

1 1-20-203 田中丸

2 1-21-250 山田丸

部署コード 組織 部署 チーム

1-20-203 IT 業務部 ヘルプデスク

1-21-250 IT 開発部 バックエンド



不足データの扱い

不足データの取り扱いは、多くの場合以下の２パターンに分類できます：

必須項目が不足している場合: 従業員IDのような必須項目は非常に大切であり、欠落しているとデータセットの有用性が無効と

なる場合もあります。この場合、データレコードを削除するか、可能であるなら修正する必要があります。 

その他の項目でデータが不足している場合: これらの項目にデータが欠落している場合、分析に影響し場合によっては間違っ

たインサイトを与える可能性があるため、可能な限り値を入力する必要があります。

不足したデータを
正しく入力する
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例:

従業員 ID 組織 部署 チーム

不明 IT 業務部 ヘルプデスク ⚠ 正しくないレコード

2 不明 不明 バックエンド ⚠ 完了していないレコード

従業員 ID 組織 部署 チーム

2 IT 開発部 バックエンド 正しいレコード



データの標準化

標準化の目的は、整理されていないデータを整え、統

一された見方を提供することです。複数のソースから

のデータを統合する場合、使用される用語はしばしば

意味や定義が異なるため、社内での混乱を招くことも

あります。

部署やチーム名などの項目は、多くの場合複数の値

が散見されます。これは、特にデータが手動で入力さ

れ、人々が独自の定義でチーム名を入力する場合に

多く発生します。統一された名称でデータを標準化す

ることが必要です。

同義のデータの表記を統一する
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カテゴリーの表記の例 :

日付の表記の例 :

チーム名 標準化》チーム名

Support Team サポートチーム

ｻﾎﾟｰﾄチーム サポートチーム

サポートチーム サポートチーム

Supportチーム サポートチーム

入社日 退職日

2019/01/01 2019-12-01

入社日 退職日

2019-01-01 2019-12-01



データの正規化

では人事データの正規化とは具体的にどういうこと

か？パナリットでは通常、クライアントのデータ階層を

調整（または重複の消去を）し、グラフの可視化やク

エリースピードを最適化するためデータを再構築しま

す。またパナリットのデータウェアハウスは人事デー

タ分析専用に作られており、計算のクエリースピード

を最適化する構造にデータを格納します。このよう

に、クライアントデータを取り込む際 パナリットは最適

なデータ構造にするためデータの再編成を裏で行

なっているのです。
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雇用形態の階層例 :

統計では、正規化とは通常、異なるスケールで測定された値を共通のスケールに調整することを指します。データの正規化も同

様の概念に従います。目的は、分析用に最適化された独自の構造を持つためにデータを変更および再編成することです。  
（データの正規化はデータベースの正規化とは異なることに注意してください。）

雇用形態  Lv.1 雇用形態  Lv.2

正規雇用 フルタイム社員

非正規雇用 インターン

非正規雇用 パート

正規雇用 時短勤務

雇用形態

フルタイム社員

インターン

パート

時短勤務



階層に重複が散見されるものを再編した例 :

組織 level 1 組織 level 2 組織 Level 3 組織 level 4

部署A 部署A 部署A 開発部門

部署A 部署A インタラクティブ部門

部署A マーケティング マーケティングソリュー
ション部門

マーケティングソリュー
ション部門

部署A 部署A セールス部門 セールス部門

組織 level 1 組織 level 2 組織 Level 3

部署A 開発部門

部署A インタラクティブ部門

部署A マーケティング マーケティングソ
リューション部門

部署A セールス部門

クレンジング後  (フィルターが円滑に作動するよう重複を排除したもの )

クレンジング前

04 データの正規化・標準化



従業員 ID 評価対象期間 スコア

2 2019(通常) A

2 2019 (ボーナス ) C

従業員 ID 年 通常スコア ボーナススコア

2 2019 A C

また、ときにクライアントのデータ構造は一時的

な分析をするのには適したフォーマットだとして

も、中長期的な分析には向かないこともありま

す。

例えば右記のようなデータ構造を持つ組織は、

各従業員の特定の評価期のスコアが知りたい

場合は問題ありませんが、長期スパンですべて

の評価期のスコアを可視化する場合は使用が

困難です。データモデリングの観点では、スコア

はメジャーを表しますが、日付はディメンション

であり、単一のフィールドに統合されると柔軟性

が失われてしまいます。

この場合、パナリットは一時的な分析にも、長

期間での総合的な分析にも、双方耐えられるよ

うな推奨データフォーマットへの変換をサポート

します。

クレンジング前

クレンジング後  (日付ディメンションを分離したもの )

04 データの正規化・標準化

データの階層を調整し、再編する



重複データの取り扱い05
複数のデータセットを統合するときに、データレコードが重複することはよくあります（とくに、システムをまたいだデータセット Aと
データセットBの関係性が多対多の場合）。パナリットではデータをデータウェアハウスにアップロードする前に、常に重複レコード

をチェックして削除します。

重複データを削除する



データエンリッチメント (データの価値向上)06

価値あるデータを追加する

データエンリッチメントとは、 既存のデータセットに価

値ある情報を追加するプロセスです。 パナリットでは

必要に応じてケースバイケースでこれを行い、顧客に

元のデータセットのみでは得られない価値を提供しま

す。

以下は、あるクライアントに対して提供した例です。ク

ライアントのシステムには従業員が働いている勤務

地の“店舗名称”はありましたが、県・都市・地区など

の情報が不在でした。これでは従業員の配属が都心

や地方にどう分散しているか分からないですし、エリ

アによって賃金格差がどれくらいあるかなどの分析も

非常に困難です。そこで、オープン APIも駆使しながら

店舗名称を手がかりに、各店舗の住所を取得し、県・

都市・地区別に振り分けるボットを構築し、これらの情

報を元のデータに統合しました。

従業員 ID 勤務地

2 パナリット・ブラッスリー銀座

従業員 ID 勤務地 都道府県 都市 地区

2 パナリット・ブラッスリー
銀座

東京 中央区 銀座



データの検証07
データ検証は、クレンジングされたデータの信頼性を確保するための重要なプロセスです。

パナリットではお客様のデータ連携時に、導入されたデータが一連の検証ルールまたは検証制約に合致するかを測るテスト

（データクオリティレポート）を行います。

データの正しさをチェックし、保証する

検証ルールの一例 : 
● 従業員の年齢は、法定労働年齢と同じかそれ以上である｜ 妥当性

● 従業員IDはユニーク（一意）である｜ 一意性

● 入社日が退職日のあとになっていない｜ 整合性



最後に

データのクレンジングはいかなる分析にとっても重要ですが、実際どれ

ほどの時間や労力がかかるか多くの人は見落としがちです。  
CrowdFlower の調査によると、大多数のデータサイエンティストはデー

タのクレンジングと整理に業務時間の  60 ％ を費やしているそうです  
[Link]  

自社のリソースでデータクレンジングをする代わりに、 Panalyt のパ

ワーエンジンを検討されるようでしたら、担当営業もしくは  

hello@panalyt.com までご連絡ください。

皆さまのデータプロジェクトに実りがありますよう！

https://visit.figure-eight.com/rs/416-ZBE-142/images/CrowdFlower_DataScienceReport_2016.pdf

