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NG-RAN; Xn application protocol (XnAP) 

本仕様書の規定内容は、3GPP TS 38.423 V15.3.0 の内容と同一である。 
同 3GPP 文書は、本仕様書発行時点において下記の URL 参照先に格納されている。 

The content of this specification is identical to the one specified in 3GPP TS 38.423 V15.3.0. 
At the point in time when this specification is issued, the above mentioned document is stored in the 
following URL link;  

http://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.423/38423-f30.zip 

 

＜参考＞ [Remarks] 

１．英文記述の適用レベル [Application level of English description]     

 適用レベル [Application level]：E2 

  本標準の本文、付属資料および付録の文章および図に英文記述を含んでいる。 

[English description is included in the text and figures of main body, annexes and appendices.] 

 

２．国際勧告等の関連 [Relationship with international recommendations and standards] 

  本標準は、3GPP で承認された Technical Specification 38.423 (Version 15.3.0) に準拠している。 

[This standard is standardized based on the Technical Specification 38.423 (Version 15.3.0) approved by 3GPP.] 

 

３．上記国際勧告等に対する追加項目等 [Departures from international recommendations] 

 原標準に対する変更項目 [Changes to original standard] 

      原標準が参照する標準のうち、TTC 標準に置き換える項目。[Standards referred to in the  

   original standard, which are replaced by TTC standards.] 

      原標準が参照する標準のうち、それらに準拠した TTC 標準等が制定されている場合は自動的に 

最新版 TTC 標準等に置き換え参照するものとする。 [Standards referred to in the original standard  

should be replaced by derived TTC standards.] 

 

４．工業所有権 [IPR] 

  本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページによる。  

[Status of “Confirmation of IPR Licensing Condition” submitted is provided in the TTC web site.] 

 

５．作成専門委員会 [Working Group] 

 3GPP 専門委員会 [3GPP Working Group] 
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