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In an environment that is commonplace in the database industry and among 
engineers, even a problem believed to be persistent and difficult that people 
are struggling to solve through trial and error can be overcome simply by
changing the basis of the problem itself.

Change the layer.

時代が変わる、あたりまえが変わる。
私たちは、次のスタンダードを打ち立てる。
そして、土台そのものを変えていく。

土台そのものを変える。



私たちに関わるすべての人に有意義な時間が生まれ、

より多くの成功を共有し、豊かな人生を希求する。

「Move the arrow」

・人と人とのつながりを大切にし、感謝を胸に真心で向き合います。

・相手の心情を思いやり、傾聴によって正しい相互理解に努めます。

・常識に縛られず、物事の本質を多面的にとらえて深く洞察します。

・知識の共有を重んじ、パフォーマンスの全体最適化を徹底します。

・どの状況下でも最善策を導いて積極的に取り組む社風を築きます。

MISSION STATEMENT
インサイトの使命

データベースのパフォーマンス・チューニングにおいて

日本を代表するブランドになる。

VISION
見据える未来展望

BRAND ACTION
行動指針

コンセプト

CONCEPT



事業内容

BUSINESS

お金を出せば良いものが手に入れられる、それはあたりまえのことです。しかし、目
的を達成するうえで費用対効果のバランスが等価でなければ、すでにその時点で
ビジネスが成り立ちません。私たちは、オープンソース・コミュニティに対する貢献を
果たしながら、エンタープライズ・データベースを、もっと身近なものにしていきます。

お客様の成功のために、もうひとつの選択肢を。

パフォーマンスにフォーカスした3つの事業による相乗効果
インサイトは、データベースに関わるパフォーマンスに着目した
以下3つの事業を基軸としています。

DBO -Database Optimization-

データベース・オプティマイゼーション

データベース・オプティマイゼーション事業
お客様の課題を解決するうえでパートナー選びは特に重要です。
私たちは、データベース基盤の最適化を通じ、お客様の成功のために最善を尽くします。

データベース・ソリューション事業
テクノロジーで代替できることを人がするべきではありません。
私たちは、真に省力化につながる製品の開発や販売を通じ、技術者の時短に貢献します。

データベース・エデュケーション事業
データベースに対する理解がシステム品質の底上げに直結します。
私たちは、LPI-Japan OSS-DBアカデミック認定校の活動を通じ、技術者の育成に寄与します。

「データベース基盤のコスト・パフォーマンスに着目」
PostgreSQLこそ、クラウド時代の本命。

DBS -Database Solution-

データベース・ソリューション

「データベース運用のタイム・パフォーマンスに着目」

DBE -Database Education-

データベース・エデュケーション

「データベース技術者のヒューマン・パフォーマンスに着目」
あなたと組織のエンパワーメントのために。

あなたの大切な時間を、もっと有意義なことに。

クラウド・ファーストの流れが不可逆的に加速するなか、Oracleの高額なライセンス
が足かせとなり、身動きが取れずにいる企業様も多いのではないでしょうか。また、
PostgreSQLを採用していたとしても、適切なチューニングがなされずにパフォーマンス
問題が顕在化するケースも少なくないようです。当社はPostgreSQLとOracleの両
方に精通しています。パフォーマンス・チューニングを筆頭に、設計構築から運用保
守までワン・ストップでお任せいただけます。

プロユースでありながら、データベースの初学者にも易しい「Navicatシリーズ」の販
売や、自社ソリューションの開発を手がけています。また、FPGAのパワーでPostgreSQL
の超高速化を実現する「Swarm64 Database Accelerator」を中心に、的確で無理
のないエッジ・コンピューティングをご提案いたします。

近年のPostgreSQLに対する旺盛な需要を背景に、OSS-DB技術者認定試験の受験
者は増加の一途をたどっています。当社はLPI-Japan OSS-DBアカデミック認定校と
して、資格取得を目指す皆様のお力になりたいと考えています。また、SRA OSS,Inc.
日本支社とのパートナーシップのもと、良質な教材コンテンツの提供に努めてまいります。



土台そのものを変える

データベース
オプティマイゼーション事業DBO

データベース

データベースのライセンス・コストを「ゼロ」にします。

きめ細かなデータベース保守サービスで「安心」を届けます。

クラウドにおける従量課金コストの「ムダ」を省きます。

「OSS」×「クラウド」が
勝利の方程式に

時代が変わる、
あたりまえが変わる

パフォーマンス・チューニング
データベースを適切にチューニングすることで、より少ないリソース
（CPU、メモリ、IOPSなど）でインスタンス稼働時間の短縮やデータ
転送量の削減を図ります。これによりシステム品質が向上するだけで
なく、クラウドにおいては従量課金コストを引き下げる効果が期待で
きます。インサイトでは、PostgreSQLのソースコードを解析し、内部
動作の理解とパフォーマンスの改善に役立てています。パフォーマン
スが改善したときの、お客様のほっとした表情が、私たちにとって何よ
りの勲章です。

オンプレミスからクラウドへ、データベース基盤の移行を全力で支援
します。Oracleのライセンス・コストが問題になる場合、Oracleから
PostgreSQLへのマイグレーションをお任せください。インサイトの技
術者は、全員が「OSS-DB Silver/Gold」を保有しているほか、「オラ
クル認定プロフェッショナル」も多数在籍しています。そのため、それ
ぞれのデータベースの勘所を押さえた失敗しないマイグレーションを
お約束します。

データベース技術者には、データベースはもちろんのこと、OSやネッ
トワークを含めた幅広いスキルセットが求められます。そのため上級
データベース技術者の市場価値は高く、常駐者の確保には多額の雇
用コストが必要となります。インサイトは、VPNによる遠隔操作を軸に、
常駐者と同等のサービスレベルと安心感をお届けします。

ベンダーロックインからの解放

お客様の頼れる
データベース部門として

インサイトがお役に立てること

“ Linux is a cancer.（ Linuxは癌）”とは、2001年当時のMicrosoft社のCEO、
Steve Ballmer氏の言葉です。それから15年後、Ballmer氏の跡を引き継いだ
Satya Nadella氏が、“Microsoft really does love Linux.（MicrosoftはLinuxが
大好き）”と方針を180°転換したことは有名です。かつて、プロプライエタリ製品
によるロックイン戦略で世界的な覇権を掌握した同社でさえも、ビジネスモデル
の対極に位置するOSSやクラウドを全面的に受け入れたのは、それが長期的な
低迷から脱する勝利の方程式であったからにほかなりません。事実、2019年に
同社の時価総額は1兆ドルを超え、あのGAFAをも一気に抜き去りました。

2010年を国内におけるクラウド元年とし、それ以前をB.C.（Before Cloud）、それ
以後をA.C.（After Cloud）として考えると、IT業界で歴史的なパラダイムシフト
が起きていることに気がつきます。情報基盤が所有するものから利用するもの
へと変わり、ITベンダーとユーザー企業の力関係は完全に逆転しました。さらに
国内における5G元年の2020年を境とし、クラウドを補完するエッジ・コンピュー
ティングの時代が幕を開けようとしています。このような激しい市場変化に適応し
続けていくためには、土台そのものを変える発想と、それを実現するパートナー
企業の存在が必要不可欠です。

ネットワーク

OS（Linux）



2 0 2 5年の崖の、その先へ

データベース
ソリューション事業DBS

シームレスなデータ統合基盤をシンプルに実現します。

的確で無理のないエッジ・コンピューティングを提案します。

情報システム部門をパフォーマンス問題のお悩みから解放します。

2 0 2 5年の崖、
タイムリミットは目前に

インサイトがお役に立てること

ビッグデータを制する企業が
ビジネスを制す

FASTER QUERIES
50X

FPGA

PostgreSQL

シングル構成
サーバ

ビッグデータ

クラウド

PostgreSQLの超高速化ソリューション

ビッグデータ×OLTP×OLAP

複雑で大がかりな
プラットフォームが不要

OLAP
使い慣れたSQLでリアル
タイムにデータを解析

AI連携
異常検知や新たな
インサイトの発見

解析済みデータのみを
転送することにより
従量課金コストを削減

OLTP
FPGAで余力を得た
CPUがOLTPを担当

主な用途・メリット

2018年9月に経済産業省が公表した「DX（デジタル・トランスフォーメーション）
レポート」によると、国内企業の約8割がレガシーシステムを抱え、その運用と保守
に貴重なIT予算とIT人材を浪費している実態に警鐘を鳴らしています。このまま
無策を貫けば、日本という国そのものがデジタル競争の敗者になることが結論
づけられていて、経営者の危機感を煽り、DXの実現を強く促す内容となっています。
さらに、そのタイムリミットは2025年とされています。もしDXに失敗すれば、日本は
決定的に国際競争力を失い、毎年12兆円規模の経済損失が生じる可能性（2025
年の崖）が指摘されています。

DXの本質は、データ活用を通じて競争上の優位性を確立することにあり、言い
換えるならばデータ・ドリブン経営の実現です。リアルタイムな状況判断や意思
決定のためには、あらゆるデータの生成元とERPとがシームレスに連携されてい
る必要があり、それぞれが同一のプラットフォームであることが理想的です。従来
のリレーショナル・データベースは、SQLという強力かつ柔軟なインターフェースを
有する優れたプラットフォームでありつつも、その特性からビッグデータの扱いに
は不向きでした。しかし、ビッグデータを活用するために特別なプラットフォーム
や知識が求められたのは、もはや過去の話となりました。

FASTER LOADING
35X

LESS STORAGE SPACE
5X

PRICE-PERFORMANCE
4X

Swarm64 Database Accelerator
近年、GPUに代わるアクセラレータとして注目されているFPGA（Field Programmable Gate Array）を利用して、PostgreSQL
の超高速化を実現する機能拡張モジュールです。主に次のような特徴があります。

①既存のプログラムに手を加えることなく、パフォーマンスを向上（TPC-Hベンチマークにおいて35～50倍）
②高い並列処理能力で、ビッグデータのローディングやクエリの所要時間を短縮
③データの圧縮と伸長を瞬時に処理する働きにより、ディスクI/Oの最小化とストレージ効率を最大化

連携イメージ



5年先、10年先の布石を打つ

データベース
エデュケーション事業DBE

データベースの人気ランキングサイト「DB-Engines」が発表する「DBMS of theYear」に、PostgreSQLは
2017年、2018年の2年連続で輝きました。毎月発表されるランキングにおいても、トップ3（Oracle、
MySQL、SQL Server）のスコアが長期的な逓減傾向にあるなか、4番手のPostgreSQLは急上昇を続けてい
ます。この勢いは、2025年頃にPostgreSQLが主役に躍り出る可能性を示唆するものとして注目に値します。
それを裏付けるように、近年におけるOSS-DB技術者認定資格の受験者数は増加の一途をたどっています。

時代が求めるOSS-DB（PostgreSQL）技術者

インサイトは、LPI‐Japan OSS‐DBアカデミック認定校です。

インサイトは、OSS-DB技術者認定資格の取得を目指す受験者に、
質の高い教育を提供する企業としてLPI-Japanに認定されています。

当社はSRA OSS, Inc. 日本支社とのパートナーシップのもと、以下の研修を提供しています。

PostgreSQL
運用管理トレーニング
OSS-DB Gold対応

PostgreSQL
導入トレーニング
OSS-DB Silver対応

これからPostgreSQLを利用したシステムの導入に
携わる方を対象に、PostgreSQLのインストールや基
本設定、利用方法について解説します。

すでにPostgreSQLを利用したシステムの運用管理
に携わっている方を対象に、より高度な設定に加え、
性能改善、障害対応について解説します。

集合研修 一社研修

トレーニングの提供方法

2016年6月に経済産業省が公表した「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査
結果」によると、2030年までに約79万人のIT人材が不足すると予測されています。
2010年以降のIT人材が90万人規模で推移していることを踏まえると、その深刻さが
際立ちます。2008年をピークに日本の総人口が減少に転じた反面、IT需要は増すば
かりで、IT人材の獲得競争は苛烈を極めるいっぽうです。今後、IT人材を組織的に
確保できるかどうかは、経営者にとって最重要課題の一つであると言えます。

構造的に不足するIT人材、
地道な育成こそが最善手に

質の高いPostgreSQLトレーニングを提供します。

お客様のもとへPostgreSQL講師を派遣します。

OSS-DB技術者認定資格の取得を支援します。

インサイトがお役に立てること

あらかじめスケジュールされた日時と会場において、
定期的にPostgreSQLトレーニングを開催しています。
実機操作を交えた実践的な内容で、本質的な理解に
役立ちます。OSS-DB認定教材をテキストに採用して
いるため、試験対策としても有効です。

受講者が多く、全員の移動や滞在に要するコストを節
約したい場合は、お客様のもとへPostgreSQL講師を
派遣する一社研修がお勧めです。集合研修の内容を
ベースとしながらも、ご要望をもとにカスタマイズにも
対応しています。たとえば初学者向けに研修の内容や
日程を調整して、じっくり学べるようにしたり、Oracle
の技術者向けにPostgreSQLとの相違点や類似点につ
いて説明を加えたりすることが可能です。講師を派遣
する期間や場所、カスタマイズの内容によって、受講
者一人あたりの費用感は異なります。詳しくは、お問
い合わせください。

OSS-DB技術者認定資格について
LPI-Japanが、PostgreSQLに関する知識と技術力を公平かつ厳正に、中立的な立場で認定
するIT技術者認定資格です。本認定制度には「Silver」と「Gold」の二つのレベルがあり、それ
ぞれ以下のスキルを備えたIT技術者であることを認定します。

OSS - DB Silver
PostgreSQLに関する基本的な知識を有し、小規模なデータベー
ス・システムの設計構築から運用保守ができる技術者として認定さ
れます。本資格は、ITSSのキャリアフレームワークにおいてレベル2
に位置付けられています。

OSS - DB Gold
PostgreSQLに関する専門的な知識を有し、大規模なデータベー
ス・システムの性能改善から障害対応、コンサルティングができる
技術者として認定されます。本資格は、ITSSのキャリアフレーム
ワークにおいてレベル3に位置付けられています。



会社概要

COMPANY

OUTLINE ／会社概要

■ 商号

■ 設立

■ 資本金

■ 代表者

■ 所在地

■ 事業内容

株式会社インサイト （Insight Ltd.）

2012年4月11日

3,000万円

代表取締役　後藤 孝憲

〒104-0054　東京都中央区勝どき3-13-1 フォアフロントタワーⅡ 12F

データベースのパフォーマンス・チューニング

HISTORY／ 沿革

2012-04

2013-08

2014-08

2017-04

2018-02

2019-03

株式会社インサイトを設立

本社を東京都中央区築地三丁目に移転

資本金を1,000万円に増資

本社を東京都中央区勝どき三丁目に移転

資本金を2,000万円に増資

資本金を3,000万円に増資

勝ち続けるために必要なこと

私たちの人生において残された時間は、そう多くありません。その限られた時間を豊かに、そして有意
義に過ごすためには、自己の本質と向き合い、いちばん大切にしたいものが何であるかを明確にして、
その一点に集中することから始まります。私は企業経営に対しても、これと同じ考えを持っています。

どのような企業であっても、経営資源が無限ということはないでしょう。世界的な技術革新と価格競争
の渦中にあって、真に価値のある仕事をし、勝ち残っていくためには、自社のコア・コンピタンスを正し
く認識して、効果的な投資を継続しなければなりません。当社では、データベースのパフォーマンス・
チューニングのノウハウをコア・コンピタンスと捉え、経営資源を集中することで、その成果を最大限に
顧客に還元してまいります。

“時間”という目に見えないコストを圧縮する

「失われた20年」とも形容される経済状況下で、私たち日本人は、ともすれば自信を失いがちです。
しかし、これほど長きにわたる停滞期を経てもなお、確かさの代名詞としての“Made in Japan”は、
その輝きを失っていません。私は、“時間”という目に見えないコストを圧縮し、限りある経営資源を
事業の本質部分に集中することで、その先の未来へ繋がっていくものと信じています。

当社がデータベースに着目し、パフォーマンス・チューニングに注力しているのには理由があります。
情報システムの構成要素において欠かすことができず、いったん失ってしまうと代替の利かない唯一
無二の資産、それがデータです。つまり、情報システムの本質であるデータを、安全に取り扱うため
の中核技術であるデータベースが何にも増して重要で、その安定性やパフォーマンスが情報システム
全体の業務生産性、ひいては企業としての市場競争力に大きく影響すると考えるからです。

株式会社インサイト
代表取締役　後藤 孝憲

長年、当社が蓄積してきたデータベースのノウハウが、これからの日本企業の輝かしい発展の一翼を
担うことができたなら、これに勝る喜びはありません。

ご挨拶

TOP M ESSAGE
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