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自然言語処理とAIの進歩に伴い、コンピューター
がユーザーの言語を理解し、話せる時代が到来し
ました。こうした新たなテクノロジーで、消費者と
しての私たちの生活が影響を受けた（最後に紙の
地図を確認したり、口コミを確認せずに新しいレス
トランに入ってみたのはいつですか？）だけでなく、
マーケティングの手法も一変しました。

購入へのプロセスで消費者がますます多くの質
問を問いかける今、企業やブランドには、そうした
問いかけを理解し、適切に回答する能力が求めら
れます。ただ、それを実践するのはそう簡単ではあ
りません。スプレッドシートや関係データベース、
あるいは従来型のコンテンツ管理システムを利用
したとしても、複数のデータポイントの相互の関連
性を理解するには至らず、複雑な質問に答えること
はできません。

こうした新しい世界で、企業やブランドはどのよう
にして市場に参入し、製品やサービスを販売、顧
客をサポートしていくべきでしょうか？顧客が問い
かける複雑な質問を理解し、その期待を超える体
験を届けるためには、まったく新たなモデルが必要
となります。セマンティックに言語を理解するテク
ノロジーをマーケティングスタックの中心に据えて
いかねばならないのです。

ここでご紹介するのが、ナレッジグラフです。

「ナレッジグラフ」 
とは？ 

「ナレッジグラフ」とは、質問への答
えに最適化された脳のようなデータ
ベースです。

データポイントとその間の複数の関
連を格納する形で、データを整理する
機能をもちます。こうした格納方法を
利用することで、データポイントが相
互にどうリンクされているか、または
関連付けられているかを把握できる
ようになります。この仕組みは人間
の脳の働きを模したものです。脳は、
相互にリンクされた「データ」を格納
し、取得して、情報の一部の背後に隠
れたコンテキストやつながりを瞬時
に把握することができるのです。
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今日のカスタマージャーニーは、質問から始まりま
す。そして、Googleで検索を行ったり、Alexaに質問を
するたびに、消費者はナレッジグラフとやり取りをし
ているのです。

Googleがナレッジグラフを初めて発表したのは2012
年のことです。検索業界で大きなシェアを占める
Googleは、2016年までに、月間クエリ合計数のおよ
そ3分の1に対してナレッジカードの形で構造化され
た答えを返すようになりました。これらの情報はすべ
て、相互に接続された700億件の情報を格納するナ
レッジグラフから提供されています。

Googleが自社のナレッジグラフの構築を始めたの
は、ユーザーが単なるキーワードを入力するのでは
なく、質問の形で検索をするようになったからです。
そうした質問に対し、ナレッジグラフから提供され
る情報を使った直接的な答えが得られるようになる
につれ、ユーザーの質問内容はさらに複雑化しまし
た。こうして、「ユーザーの得られる答えの質が上が
るほど、ユーザーの質問の内容が複雑化し、その質
問が複雑化するほど、答えに対する期待が高まる」と
いう、今日のような好循環が生まれるようになったの
です。

しかし、ご存じのように、消費者が質の高い体験に
対する期待を抱いているのはGoogleだけではありま
せん。企業やブランドに対しても同様の期待を抱い
ているのです。消費者がブランドについて質問をする
ときには、その場所やチャネルがどこであれ、正確な
情報を得られることを期待しています。それに、企業
やブランドに直接複雑な質問をして、世界最大の検
索エンジンで通常得られるのと同じレベルの答えが
得られないのは、なぜでしょうか？

こうした新たな時代で勝ち抜くためには、Google、
Facebook、AppleやAmazon Alexaがナレッジグラ
フを使用しているように、想定されるあらゆる質問
に答えるため、すべての企業が独自のナレッジグラ
フを持たなければなりません。

マーケティングにおいて 
ナレッジグラフが重要な理由

顧客は、日々、ナレッジグラフとやりとりしています。
Googleのナレッジグラフのデータから提供されているナ
レッジカードの例。
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ナレッジグラフが他のデータベースと異なり、特別で
ある理由としては5つの特長が挙げられます。まず1
つ目が、そのグラフデータ構造です。

グラフデータ構造

例えば、ある消費者が、特定の地域で、どの製品が
販売されているかを調べようとしているとします。も
し、対象の企業が自社のロケーション、製品、特別
オファーやイベントをスプレッドシートの別々のタ
ブに保存したとしたら、こうした質問に答えるには、
タブを切り替えて確認する手作業が不可欠となりま
す。しかし、ナレッジグラフを使えば、この企業は、
特別オファーを特定の製品に適用し、この製品が特
定の店舗で販売され、この店舗が特定のイベントを
開催するというように、関連するデータポイントを相
互に関連させることができるようになります。こうし
た関連付けにより、データポイント自体にコンテキス
トや意味合いが付与され、顧客の質問に回答できる
ようになるのです。

セマンティック（意味を理解する）

ナレッジグラフの特性として2つ目に挙げられるの
が、セマンティック（意味の）であるということです。

店舗、製品、オファーやイベントなどについて顧客が
検索を行うとき、探している対象はこうした単語その
ものではありません。こうした単語に関連するものを
探しているのです。

従来のデータベースでは、「店舗」、「プロバイダー」
や「オファー」といった単語は文字の羅列に過ぎま
せん。これに対して、ナレッジグラフはこうした単語
の意味を理解します。格納されているデータ内にそ
のデータの意味が保存されているナレッジグラフに
は、顧客が実世界で具体的に探しているものが理解
できるので、顧客が必要としている内容を的確に提
供することができます。

例えば、ある顧客が近くで現在営業中の家族信託を
取り扱うおすすめのファイナンシャルアドバイザーを
探しているとしましょう。ナレッジグラフがあれば、
その顧客がファイナンシャルアドバイザー（つまり特
定の職業）で、家族信託（サービス）を提供している
アドバイザーを探していることが理解できます。ま
た、その顧客が近くで現在営業中のアドバイザーを探
していることも分かります。

セマンティックな理解能力を持たず、単にデータの
文字列のみを格納するスプレッドシートや他のデー
タベースは、アドバイザーが人であることや家族信託
がサービスであることは理解できません。データポ
イントを解釈したり、相互に関連付けることもできま
せん。対して、ナレッジグラフは、これが可能です。
さらに、専門家、ロケーション、製品や営業時間の関
係を理解できるグラフ構造をもつため、人の介入な
しにこの質問に対する最善の答えを提供することが
できるのです。

ナレッジグラフと従来の
データベースとの違い

1

2
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スマートさ

3つ目の特長としては、ナレッジグラフのスマートさが
挙げられます。さまざまなデータポイントが相互に関
連していることのみならず、それらが具体的にどのよ
うに関連しているかも理解できるのです。

データベースには一般に、定義と属性を階層化した
分類が含まれます。例えば、自動車メーカーでは、製
造する車種に関する分類を管理している場合もある
でしょう。この分類には「親」車種（「モデルX」）とそ
れに含まれる「子」属性（車体、カラーオプション、ト
ランスミッションの種類、タイヤ）が含まれます。各
車種の属性に関する質問（「モデルXの標準カラーオ
プションは？）に答えるには、こうした類の情報があ
れば十分です。

ただ、もし顧客から「ABCタイヤに対応する車 種
は？」など、どんな車種にでも関連しうる属性につ
いて質問があったら、どうなるでしょう？ 関係デー
タベースでは、各「子」属性（タイヤなど）が、その親
（対象の車種）に関連してのみ存在します。このデー
タベースの分類では、タイヤを特定の車種の「子」と
してのみ見なし、独立した存在としては捉えません。
そのため、そのタイヤが任意の親にどう関連するの
かという質問に答えるのは困難です。（次ページの図
1参照）

関係データベースの親子階層とは異なり、ナレッジ
グラフには、相互接続されたものや、それらの相互
の関係を示すネットワークのような情報を構造化し
整理していく方法が含まれます。こうした関係の性質
は、その方向により変化します。例えば、タイヤはあ
る車種に対応しますが、車種はタイヤを含み、また
タイヤは店舗で販売されますが、店舗はタイヤの在
庫を保有します。したがって、関係データベースより
もはるかに正確に実世界を表すことができます。例
えれば、見る方向により、同じ人物が誰かの親であ
り、子であり、従業員であり、教師でもありうるのと
同じです。（次ページの図2参照）

ナレッジグラフがスマートな理由は、ものの間の関係
が見方により変わりうることを理解している点にあり
ます。ナレッジグラフが、あらゆる質問に答えられる
のは、このためです。加えて、エンティティ間の関係
の強さも理解できます。例えば、ある製品がすべての
店舗で販売されている場合、その関係は、ある製品
が単独の店舗でのみ販売されている場合と異なりま
す。

3
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4 柔軟性

次に挙げるナレッジグラフの特長は、柔軟性です。
データ構造を学習し、変更しながら規模を拡大して
いける点です。

例えば、前述の自動車メーカーが新しい電気自動車
（EV）のラインナップを発売したとしましょう。前述
の車種はいずれも電気自動車ではありませんでした
ので、これらの新たなEVについては、充電時間、コン
セントの種類、電池寿命など、これまで社内に存在
しなかったまったく新しい属性が必要となります。ま
た、EVには、燃料の種別、エンジントルク、燃料タン
ク容量などの一部の属性は含まれなくなります。

「車の充電時間は」といった消費者からの質問に対
して適切な車種を答えとして提供するためには、新し
いEVをそれぞれ新しいノードとしてグラフに追加する
だけで十分です。これにより、対象のノードに電気自
動車専用のスキーマ（データベースにどのような種類
のデータをどのような構造で格納するか定義したも
の）が追加され、また、従来の車種のノードに非電気
自動車のスキーマを適用することもできます。ナレッ
ジグラフ内では、テーブルの新規作成やテーブル間
でのデータの移動なしにスキーマを簡単に変更でき
るため、ナレッジグラフに新しい種類のデータを追
加する場合には、関係データベースで同様の操作を
行う場合に比べて大幅に時間が短縮できます。

25 MPG 
AWD

25 MPG 
AWD

ロング・レンジ 
最大200 KW

34 MPG 
RWD

34 MPG 
RWD

スキーマ：車

スキーマ：非電気自動車

スキーマ：電気自動車

電気自動車の新しい行を追加
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ナレッジグラフはリアルタイムのデータストリームを
取り込むことができるため、大量の書き込みトラン
ザクションを毎回行うことなく、一定の変更に対応で
きます。異なるソースからのデータが蓄積されるにつ
れ、構造全体を再構築せずに、効果的にデータを相
関させ、さまざまな部分の繋がりの質を高めること
ができます。ナレッジグラフは、ビジネスのスピードに
合わせて活用できます。

5 動的

最後に挙げるナレッジグラフの特長は、動的である
ことです。つまり、新しいストリーミングデータポイン
トとそれに伴う新しい関係に対応できるのです。ビジ
ネスにとってこれが重要となる理由として、まず顧客
が関心を抱く可能性のある情報、例えば株価などを
考えてみましょう。株価は、売値と買値、新規の売り
に伴い常に変化します。果たして、関係データベース
で社員がこうした株価を手動で毎回変更するような
ことがあるでしょうか。それは、ありえないことです。
では、こうした情報に関する質問にはどう答えればよ
いでしょうか。
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顧 客 が 検 索を行うあらゆるチャネルで答えを提
供 するという使 命に 基づき、Ye x t  は、あらゆる
検 索エンジン、マップ、SNS上で 企 業の正確な情
報発 信を可能にするクラウドプラットフォーム、
Search Experience Cloudを提供しています。企
業 やブランドの 公 式 な 答えを自 社ウェブサイト
で提 供し、さらに検 索エンジン、地 図、アプリ、
音声アシスタントやチャットボットへと対 象を広
げていくことで、企 業がカスタマージャーニーを
管 理する力を取り戻すためのサポートを提 供し 
ます。

Yextプラットフォームの基盤となるYext Knowledge 
Graphは、企業に関する唯一の情報源です。企業や
ブランドは、Knowledge Graphを活用して自社に関
する情報すべてを管理し、顧客からの質問に回答で
きるようになります。店舗のロケーションから求人
情報、メニュー品目からその栄養成分、医師やその
専門科、学歴に至るまで、あらゆる企業やブランド

がYext Knowledge Graphをさまざまな情報の管理
に活用しています。新規開店、新しいイベントの開
催、求人情報の追加などの際には、こうした情報を
Knowledge Graphに追加します。

その後、Knowledge Graph上に構築されたサービ
スを活用して、顧客が質問を行うあらゆるチャネルで
答えを提供できるようになります。Yext Answersは、
企業ウェブサイトやその他の自社オウンドメディア上
で自然言語による検索体験を提供することができま
す。顧客は企業のKnowledge Graphを検索し、直接
答えを得ることができます。Yext Pagesは、店舗、イ
ベント、医師、ATMなどのKnowledge Graph内の情
報に関して動的なランディングページを作成し、顧
客が求める答えを提供します。さらに、Yext Listings
は、企業のKnowledge Graphを150以上の音声ア
シスタント、地図アプリやGoogleマップ、Amazon 
Alexa、Bing、Facebookなどのサードパーティサービ
スに直接連携します。

Yext Search Experience Cloud

マーケティング 人事 オペレーション 顧客管理 不動産 コンテンツ管理

社内システム

プラットフォーム

製品

analytics

answers

reviews
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app directory
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knowledge graph
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これからの検索に求められるものは、消費者の要求への「答えそのもの」
です。しかし、検索ではインターネット上に存在している情報を集めてい
るため、古い情報や誤情報が表示されるケースが多いのが現状です。Yext
（イエクスト）は、あらゆる検索サイト、マップ、SNS上での正確な情報発
信を可能にするSearch Experience Cloudプラットフォームを提供して
います。Yextは、営業時間、サービス、ロケーション、メニューやイベント
など、企業の正しい情報を集めた信頼できる唯一の情報源を提供するこ
とにより、検索する消費者に「正しい答え」を届けることを可能にします。
Yextの使命は「Perfect Answers Everywhere」を実現することです。タ
コベル、マリオットホテル、ジャガーランドローバーを始めとする世界の名
だたる企業がYextプラットフォームを活用し、消費者が求める正しい情
報を提供することで、ブランド・エンゲージメントを高め、売上げを伸ばし
ています。

Yextはこれまで、Fortune誌のBest Place to Work、Great Place to 
Work®、さらにBest Workplace for Women賞に輝いています。Yextは本
社をニューヨークに、支社をアムステルダム、ベルリン、シカゴ、ダラス、
ジュネーブ、ロンドン、マイアミ、ミラノ、パリ、サンフランシスコ、上海、東
京、ワシントンD.C.に構えています。


