
満足度96%以上！多くの企業が採用
するアシストのPostgreSQL研修を
限定公開！

株式会社アシスト
ビジネスインフラ技術本部 データベース技術統括部



ウェビナー開始にあたり

 本ウェビナーの録画、録音、撮影はご遠慮下さい。

 本ウェビナーの講演資料、録音データの公開はございません。

 ウェビナー終了後、アンケートにご協力頂いた皆さまには、
資料をダウンロードいただけます。
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アジェンダ

1. アシストとPostgreSQL教育のあゆみ
2. 効果的なPostgreSQL学習のポイント
3. PostgreSQL入門のご紹介
4. まとめ
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自己紹介

我妻 千妃呂（あがつま ちひろ）

 所属：ビジネスインフラ技術本部 データベース技術統括部 技術1部 教育課

 職歴：
・2010年～ Oracle Database研修講師を担当

・2015年～ PostgreSQLとOracle製品研修の運営、コース開発を担当

 出身：神奈川県

 趣味：キャンプ、子供（2歳・5歳）と遊ぶ
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1.アシストとPostgreSQL教育のあゆみ
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アシストとは

お客様に「ITソリューション」と「ソフトウェア・サポート」を提供する
「パッケージ・インテグレーター」です。
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お客様

パッケージ・ソフトウェアと
技術支援を組み合わせた

ソリューション

パッケージ・インテグレーター
（アシスト）研修

サポート



アシストの役割

世界中から優良なソフトウェアを発掘・検証し、「アシスト認定ソフトウェア」
としてご提供。徹底的に活用できるよう全力でサポートします。
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発掘 検証 提供 サポート



アシストのEDB有償支援サービス
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継続的にEDBを有効活用いただけるための支援サービスをご提供

移行アセスメント

データベース移行支援

製品サポート（アシストサポートセンター）

コンサルティング

教育サービス

製品サポート

調査 評価 設計 構築 試験 運用

技術支援サービス

移行体験

ガイドライン・パッケージ

データベース診断

トレーニング

試使用

アップグレード支援

オンサイト障害対応高可用性パック構築支援

検討 導入 展開

調査 評価 設計 構築 試験 運用



アシストのデータベース教育サービス

1987 Oracle Database 教育サービス提供開始

2012 「PostgreSQL管理基礎」コース提供開始

2012 自学教材「PostgreSQL体験」提供開始(※)

2013 「冗長化構成構築・運用」コース提供開始

2017 「EDB実践」コース提供開始

2021

「Oracleのアシスト」から

「データベースのアシスト」へ
の転換

ライブ配信「PostgreSQL管理基礎」コース提供開始

「PostgreSQL入門」コース提供開始予定2022
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※現在は提供を停止しているコース

オリジナル
テキスト

アフターサポート
サービス

満足度96%以上の
講師陣



アシストのPostgreSQL教育サービスのラインナップ
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コース名 説明
PostgreSQL管理基礎 PostgreSQLの基礎研修コース。アーキテクチャの他、バックアップ、

パフォーマンスチューニングを含むバリューコース。
資格試験「OSS-DB Silver」対応

PostgreSQL冗長化構成構築・運用 PostgreSQLの可用性を高めたり負荷分散を実現するための構成を学
ぶ応用コース。実際にストリーミングレプリケーション構成を構築するハンズ
オンで学ぶ。

EDB実践 EDB製品の機能、特徴を学ぶ応用コース。強化されたGUIツールやバッ
クアップツール、データ連携ツールなど、OSSのPostgreSQLで不足して
いる機能の使い方を学ぶ。



アシストのPostgreSQL教育サービスの受講形態
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お客様のニーズに合わせて4種類の受講形態をご用意しています。

会場開催研修 アシストの研修会場で、講師が直接講義を
行う一般的な研修です。

ライブ配信研修 ライブ配信される講義を、場所を選ばずオン
ラインで受講できる研修です。

オンデマンド研修 ストリーミング配信される講義動画とテスト
がセットになった自習タイプの研修です。

一社向け研修
研修内容、実施場所、日程などをカスタマイズ
した、一社向けに開催する研修です。
※ウェブ形式での実施も可能

公開研修

決まった日程で講師から学ぶ

自己学習
自分のペースで動画で学ぶ

個社向け
日程、人数、場所をカスタマイズ



2.効果的なPostgreSQL学習のポイント
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PostgreSQL学習における課題
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• 業務が優先になって受講できない

• 高度な内容にフォーカスしたい

• 受講者のスキルレベルがバラバラ



業務が優先になってしまいなかなか受講できない
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Point1

Point2

Point3

新人研修の段階で計画

受講期限を決める

研修に参加しやすい環境づくり



高度な内容にフォーカスしたい
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高度な要望にはカスタマイズ研修で対応

カスタマイズ例）
・チューニングのケーススタディ
・PostgreSQLソースコードの読み方

Point



受講者のスキルレベルがバラバラ
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新人/ベテラン 他のDB経験あり/なし インフラ担当/アプリ担当

同じスキルレベルの人を集めて研修

学習者のレベルに応じて追加研修

Point1

Point2



3.PostgreSQL入門のご紹介

17



10月にPostgreSQL入門をリリース!
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「データベースとは」を含めて学習できるRDBMS初学者や新入社員研修向けコースです。
オンデマンドで再生できる講義動画を見ながら学習する自習型の研修のため、自分のペース
とスタイルで時間や場所を選ばず学べます！

✔小さい単位に区切った
講義を繰り返し受講できる

✔ 4択、○×、テキスト入力
など多様な出題形式で
知識定着を図れるテスト

✔講義中の疑問を
問い合わせできる



PostgreSQL入門の詳細
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PostgreSQL の役割、基本アーキテクチャ、インストール方法概要などを幅広く理解することを目的
としたコースです。

コース内容

第1章 データベース概要
リレーショナル・データベースの特徴やRDBMSの概要、PostgreSQLの特徴について

第2章 PostgreSQL の基本アーキテクチャ
PostgreSQLの内部構造（データベースファイル、プロセス、メモリ領域）について

第3章 PostgreSQL のインストールとデータベースの作成
PostgreSQL をインストールし、新規データベースやユーザーを作成する方法について

第4章 SQL 概要
SQL の概要とトランザクションの役割、同時実行制御、追記型のデータ変更方法と
VACUUM について

第5章 PostgreSQLのツール概要
PostgreSQL の管理・開発に活用できるツールとその用途について



PostgreSQL入門コースの一部をご紹介
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• 本日はコースの一部をご紹介
• 確認テストも用意しているのでチャレンジしてみてください

限定公開



いかがでしたでしょうか。
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コース名 説明
PostgreSQL入門 PostgreSQLの役割、基本アーキテクチャ、インストール方法概要などを

幅広く理解できるファーストステップのコース。

PostgreSQL管理基礎 PostgreSQLの基礎研修コース。アーキテクチャの他、バックアップ、パフォ
ーマンスチューニングを含むバリューコース。
資格試験「OSS-DB Silver」対応

PostgreSQL冗長化構成構築・運用 PostgreSQLの可用性を高めたり負荷分散を実現するための構成を学
ぶ応用コース。実際にストリーミングレプリケーション構成を構築するハンズ
オンで学ぶ。

EDB実践 EDB製品の機能、特徴を学ぶ応用コース。強化されたGUIツールやバック
アップツール、データ連携ツールなど、OSSのPostgreSQLで不足している
機能の使い方を学ぶ。



3.最後に まとめ
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まとめ

• アシストでは各種PostgreSQLの研修を取り揃えて
います。

• 「PostgreSQL入門」コースを2022年10月に
オンデマンド配信でリリースします。

• 教育コースの活用方法や育成課題について、まず
はご相談ください。
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お問い合わせ
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教育やEDB（PostgreSQL）製品のお問い合わせは、以下までお気軽にご連絡ください。

▼教育
https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/Training.html

▼ EDB（PostgreSQL）
https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/edb-postgres.html

https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/Training.html
https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/edb-postgres.html


アシストテクニカルフォーラム2022
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“気づく”と“つなぐ” が
デジタルイノベーションのカギ

東京大学大学院 工学系研究科 教授
もりかわ ひろゆき

森川 博之氏

「仕掛け」で人を動かす
仕掛学者／ 大阪大学大学院経済学研究科教授／

博士（工学）

まつむら なおひろ

松村 真宏氏

特別講演 1 特別講演 2

セッションの詳細・講師プロフィールはこちら ☞ セッションの詳細・講師プロフィールはこちら ☞

2022年10月17日（月）10:00 ~10月28日（金）17:00ウェビナー|参加無料
オンデマンド配信

企業がDXを推進する中、クラウド活用はビジネスの鍵となります。 加速するクラウドへのリフト&シフトにはどのようなアプローチがあるでしょうか。
アシストテクニカルフォーラムでは、7つのカテゴリにより、現場の中で磨かれてきたビジネスチャンスを生み出すキーテクノロジーやソリューションを皆様へお届けします。
「クラウド時代のパッケージ・インテグレーター」だからこそ実現できるご提案がここにあります。

２つの特別講演と、38の技術セッションの全40セッションをお届けします！

https://www.ashisuto.co.jp/event/atf/#special1
https://www.ashisuto.co.jp/event/atf/#special2


7つのテーマ・38の技術セッション
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アシストの視点、トレンド 企業のビジネススピードを加速するデータ分析やIT部門の在り方を変える一歩先のITテクノロ
ジーの活用方法をご紹介します。 5 セッション

データベース / インフラ基盤
ビジネス上の利益を産む源泉となったデータ。クラウドでデータを生かすために重要なのは
クラウド基盤でありデータベース基盤です。その選択のポイントから移行、運用など多角的に
ご紹介します。

7 セッション

システム運用管理 IT部門が変化を素早く把握し、次世代に向けたITサービスマネジメントの継続的改善に取り
組むための、運用管理ツールの使いどころと最新情報をご紹介します。 4 セッション

DevOps / ローコード開発 想像を超えるビジネススピードと求められる開発品質。このようなニーズに応える、「圧倒的
なスピード」での「高品質なアプリケーション開発」を実現するポイントをご紹介します。 4 セッション

DX / データ活用 / AI DX推進の鍵を握る「データ活用」を企業全体で推進するためには？本トラックでは、AI、アナ
リティクス、データマネジメントをテーマに、ITテクノロジーの活用ポイントをご紹介します。 7 セッション

ナレッジ活用 デジタルシフトの潮流の中で、企業内外のナレッジ活用にも変化が起こり始めています。
本トラックでは、動画活用・コンテンツ管理をテーマにご紹介します。 2 セッション

セキュリティ対策
IT活用が爆発的な広がりを見せる中、セキュリティリスクも様々な場所に存在し、より多くの
対策が求められています。今の脅威はどこにあるのか、それぞれの切り口から見直すべき課題
と対策についてご紹介します。

9 セッション

https://www.ashisuto.co.jp/event/atf/
お申し込み・セッションの詳細はこちらまで

※記載内容は都合により予告なく変更/中止になる場合がございますので、ご了承ください。最新の情報はWebサイトをご覧ください。

https://www.ashisuto.co.jp/event/atf/


Safe Harbor Statement

 本資料は、記載製品に関して一般的な概要を説明するものです。情報提供を唯一の目的とするものであり、
記載情報は、いかなる契約にも組み込むことはできません。

 記載されている製品規定、機能の開発、リリースおよび時期については、製品提供企業の裁量により決定さ
れます。記載情報は、資料作成日現在のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。

 記載内容は、明示的か非明示的かにかかわらず、いかなる保証も、確約もするものではありません。本資料
を使用する場合のリスク及び本資料の使用による結果について、株式会社アシストはいかなる責務も負うも
のではありません。

 OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標
です。

 その他の記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
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2022年、アシストはお陰様で、創立50周年を迎えました。
組織も、社員一人ひとりも、愉快に向かって変化を生み出してまいります。

© 2022 K.K. Ashisuto
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