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研究成果の概要（和文）
：
XML（Extensible Markup Language）は，標準データフォーマットとして広く利用されてお
り，さらにセンサネットワークや M2M などの登場により，継続的に送信されるストリーム形
式の XML データ（XML ストリーム）が増加しつつある．一方，膨大な XML ストリームに対
して，単なる検索処理ではなく，より高度な分析処理を行ないたいという要求が存在する．こ
のため本研究では，オンライン分析による XML ストリームからの知識発見手法を研究，開発
した．
研究成果の概要（英文）
：
XML (Extensible Markup Language) has widely been used as a standardized data format
in wide spectrum of applications, and XML stream, where data records represented using
XML are continuously transmitted as data streams, has been gaining its popularity due to
the mergence and proliferation of sensor networks and M2M (Machine-to-Machine)
applications. Meanwhile, the demand to perform analytical processing over XML streams
rather than simple query retrieval is increasing. To this problem, in this research, we have
studied the schemes for online analytical processing over XML streams.
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