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〇目的 
この事前審査の目的は、ケーブルトレイおよび保守プラットフォームの設計、製造、および納入を含

む ITER 極低温分配システム設置工事の契約につながる入札プロセスに参加するために招待される候

補者のリストを作成することです。予定されている設置作業は、フランスのカダラッシュにある

ITER 機構 (IO) サイトの以下の建屋で行われます (図 1) 。 
 建屋 11 (B 11) -トカマクビル (L 3 西・南ギャラリー) 
 建屋 74 (B 74) -計測棟 (L 3 レベル) 
 建屋 17/13 (B 17/13) -主に B 11~L 3 レベルの設置エリアに到達するための機器の導入と輸送

に使用される洗浄と組み立ての建屋  
注記:B 11 の L 3 と B 74 では高さが異なり、B 11 の L 3 の方が高くなっています。 
図 1:ITER サイトプラットフォームの概要 
（詳細は英文技術仕様書を参照ください） 
 
〇背景 
ITER は磁気閉込めのトカマク概念に基づいており、そこではプラズマはドーナツ型真空容器内に閉

込められます。水素の同位体である重水素とトリチウムの混合物であるこの燃料は、1 億 5000 万°C
を超える温度まで加熱され、高温プラズマを形成します。プラズマを壁から遠ざけるために強力な磁

場が使われます; 
これらは、容器を囲む超伝導コイルと、プラズマを通して駆動される電流によって生成されます。 
磁石システムと関連サブシステムに必要な運転条件を提供するための、大規模な極低温システムが設

計されています。極低温分配 (CD) システムは、極低温システムに必要な低温電力を分配し、回復す

ることを目的とした極低温システム全体の一部です。  
これは、図 2 に示すように、5 つの補助コールドボックス (ACB) 、B 11-L 3 の熱シールド冷却シス

テム (TSCS) 、および B 74-L 3 の電気キャビネット (B 11-L 3 の磁場と放射による分離) で構成さ

れています。 
図 2:ITER CD の空間分布。 
（詳細は英文技術仕様書を参照ください） 
1. ACB 
図 3 に示すように、B 11-L 3 の 5 つの ACB のそれぞれは、以下で構成されています。 
i) クライオスタットには、すべての極低温機器が収容されています。 
ii) 圧力安全弁 (PSV) とラプチャーディスク (RD) パネルは、PSV と RD の適切な機能のためにす

べてのウォーム機器と統合されています。 



iii) 極低温ボリュームパージング用のすべてのウォーム機器と一体化されたパージパネル。 
iv) PSV/RD とパージパネルが配置されているメンテナンスプラットフォーム。 
各 ACB の PSV/RD パネルは、オンサイトで結合される複数のユニットで構成されています。 
メンテナンスプラットフォームは、ACB クライオスタットの周囲に配置され、メンテナンスのための

アクセスを許容し、ウォーム PSV/RD およびパージパネルをサポートします。 
メンテナンスプラットフォームを持たない ACB の詳細モデルを図 4 に示します。 
図 3:ACB サブシステムの図。 
図 4:典型的な ACB の 3 D モデル。 
 
2. TSCS 
TSCS は、図 5 に示すように、以下の機器で構成されています。 
i) すべての極低温部品を収容するクライオスタットまたは熱遮蔽コールドバルブボックス 
(TCVB) 。 
ii) トカマク熱シールド (TS) マニホールドに接続する極低温配管を収容するマニホールドボックス 
(MB) 。 
iii) 温感パネル (PSV/RD パネル、パージパネル) 。 
iv) メンテナンスプラットフォーム。 
図 5:TSCS の予備的な 3 D モデル。 
 
〇作業範囲 
1. 作業範囲 
主なタスクは以下のとおりです。 
i) 5 つの ACB と TSCS のメンテナンスプラットフォームの設計、製造、納入、および設置。 
ii) 5 つの ACB および TSCS 用のケーブルトレイ/導管の設計、製造、配送および設置。 
iii) 5 個の ACB の機器・構造物(クライオスタット温パネル)と 5 個の ACB と TSCS の電気キャビネ

ットのリフトと位置決め (TSCS の構造物の設置は対象外) 。 
本技術概要の最後にある付属書を参照ください。ここでは、設置される極低温分配システムの主な特

性と、本適用範囲内の構造物の設計に使用される予備的な入力値を示しています。 
 
2. インストールに関する課題 
B 11/B 74 の L 3 への ITER 極低温分配システムの設置は、厳しい位置公差、上流及び下流の極低温

部とのインターフェース及び限られたスペースのために困難で高度に統合された作業です。高度な精

度が要求される一方で、さまざまな設置機関、品質および安全担当者、および現場工事担当者の間

で、機器の配置と調整が行われます。ITER 極低温分配システムは品質クラス 1 (QC 1) 機器です。技

術的要件を満たすための特定の検査および管理が設置中に実施され、これは設置計画において考慮さ

れなければなりません。さまざまなインストール作業用に用意されているスケジュールウィンドウを

中断せずに維持することが重要です。指定された絶縁真空圧に準拠するために、他のインターフェイ

スシステムの設置時には、厳格な洗浄作業とクリーン度管理が必要です。真空クラスの環境を作り出



すためには、周辺の建築作業で発生するほこり、粒子、金属片、その他の破片のない環境が必要で

す。設置を適切に計画するには、設置場所の制約、制限、依存関係を考慮する必要があります。 
 
〇他社とのインターフェース 
この範囲の作業には、IO サイトの周辺および内部で他の契約者が作業します。 
1. 足場 
IO は、契約者の足場のリースに関するフレームワーク契約を締結しています。この足場は、人間がア

クセスするためだけに提供されます。 
複数の契約者が同一の足場を使用する可能性があるため、異なる契約者間の高度な相互作用のため、

トカマク複合施設で実施されるすべての作業に本足場契約の適用が義務付けられます。IO はトカマク

複合施設での作業に対して、建設業者に直接支払います。その他のエリアについては、契約者が 
IO 足場サプライヤーまたは独自のサプライヤーに依頼して足場を編成します。 
 
2. リフト 
L 3 での設置作業では、契約者は、最終的な位置に機器を設置するための完全な取り扱いとリフト作

業 (準備と関連書類を含む) に責任を負うものとします。 
設備の導入と輸送については、主な配送拠点は、アセンブリホール (B 13) を通過する前に洗浄施設

内になります。取扱い及び持ち上げ工具を含む材料は、契約者により洗浄施設内で除染されなければ

なりません。契約者は、IO クリーニングプロトコルに従ってクリーン度要件に準拠するものとしま

す。 
契約者は、洗浄施設内の配送車両からの材料の積み下ろしと、作業現場内の使用場所への下流輸送に

責任を負います。 
リフト作業の責任は契約者にあるものとし、契約者は資格のある人員と取扱/リフト工具を提供するも

のとします。 
 
3. ワークショップ 
IO は、契約者の現場設備を設置するための専用エリアを提供します。これには、作業場、現地倉庫、

小型部品の組み立て前作業のためのいくつかの施設などが含まれます。これらのエリアは ITER ワー

クサイトプラットフォームに配置され、飲料水、電気ネットワーク、および産業排水ネットワークに

接続されます。 
 
4. 構造 
作業とインストールスケジュールを管理するために、IO は現在建設管理エージェント (CMA) と連携

しています。 
IO は、建設管理エージェント (CMA) から支援を受け、建設ワークパッケージ(CWP) を使用してア

センブリプロセスを定義します。各 CWP は、契約者に対して CMA によって作成され、指示され、

契約者によってユニットとして実行される作業のパッケージを定義し、定義された開始点と完了点、

および各種類の作業の入札単価に基づいて必要なコストを指定します。 



 
〇必要能力 
契約者の能力及び経験、並びに契約者のエンジニアリング及び建設チームの能力、経験及び訓練は、

品質、再作業及びスケジュール、並びに最終的には運転中のトカマクの性能に直接影響を及ぼしま

す。契約者は、下記の主要分野における能力と経験を証明することが求められます。 
能力の範囲 

 コードおよび規格 (EN および EUROCODES) 
 労働安全 
 プロセスの開発と見極め 
 品質保証・品質管理 
 規制された構造 
 機械設備のプレハブおよび設置 (テストを含む) 
 圧力装置規則 (該当する場合) 
 炭素とステンレス鋼の溶接方法 
 検査及び非破壊検査 (該当する場合) 
 昇降及び取扱い 
 工具の保守、保管、および保存 

 
〇概略日程 
マイルストーン 暫定日程 

外部委託の連絡 2022年 4月 4日 

外部委託応募の受領 2022 年4月29日 

事前審査のアナウンス 2022年 4月 26日 

事前審査の受領 2022年 5月 13日 

入札募集の発行 2022年 6月 3日 

入札提出締め切り 2022 年7月15日 

予定される契約授与 2022年 8月 

予定される契約調印日 2022年 8月 

 

                                                                                                                                                                 
【※ 詳しくは添付の英語版技術仕様書「Technical summary for the ITER Cryodistribution system 
installation works including design、 manufacturing and delivery of maintenance platforms and 
cable trays」をご参照ください。】 
 
ITER 公式ウェブ http://www.iter.org/org/team/adm/proc/overview からもアクセスが可能です。 
 

「核融合エネルギー研究開発部門」の HP： http://www.fusion.qst.go.jp/ITER/index.html 
では ITER 機構からの各募集（IO 職員募集、IO 外部委託、IO エキスパート募集）を逐次更新してい

ます。ぜひご確認ください。 

http://www.iter.org/org/team/adm/proc/overview
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Technical summary for the ITER Cryodistribution system 
installation works including design, manufacturing and delivery 

of maintenance platforms and cable trays 

1. Purpose

The purpose of this Pre-Qualification is to establish a list of candidates who will be invited to 
participate in a tender process leading to a contract for the ITER Cryodistribution system 
installation works including design, manufacturing and delivery of cable trays and 
maintenance platforms. The intended installation works will be carried out in the following 
Buildings on the ITER Organization (IO) Site, Cadarache, France (Figure 1):

 Building 11 (B11) - Tokamak building (L3 west and south galleries)
 Building 74 (B74) - Diagnostic building (L3 level)
 Buildings 17/13 (B17/13) - Cleaning and assembly buildings used mainly for 

introduction and transport of equipment to reach the installation area in B11 – L3 
level

 Note: L3 of B11 and B74 have different heights of which L3 of B11 is higher.



Figure 1: ITER site platform overview

2. Background

ITER is based on the 'Tokamak' concept of magnetic confinement, in which the plasma is 
contained in a doughnut-shaped vacuum vessel. The fuel - a mixture of Deuterium and 
Tritium, two isotopes of Hydrogen - is heated to temperatures in excess of 150 million °C, 
forming hot plasma. Strong magnetic fields are used to keep the plasma away from the walls; 
these are produced by superconducting coils surrounding the vessel, and by an electrical 
current driven through the plasma. 

A large scale cryogenic system has been designed to provide the required operational 
conditions for the magnet system and the associated sub-systems. The Cryo-distribution (CD) 
system is part of the overall cryogenic system intended to distribute and recover the cold 
power needed by the cryogenic system.

It consists of five (5) Auxiliary Cold Boxes (ACBs), the Thermal Shield Cooling System 
(TSCS) in B11-L3 and their electrical cabinets in B74-L3 (segregated due to magnetic field 
and nuclear radiation in B11-L3) as shown in Figure 2. 



Figure 2: Spatial distribution of the ITER CD. 

2.1. ACB

As illustrated in Figure 3, each of the 5 ACBs in B11-L3 are consisting of:

i) Cryostat housing all cryogenic components.
ii) Pressure safety valve (PSV) and rupture disc (RD) panel integrated with all warm 

components for the proper function of the PSVs and RDs.   
iii) Purge panel integrated with all warm components for cryogenic volume purging.  
iv) Maintenance platform where PSV/RD and purge panel are located.

The PSV/RD panel of each ACB can consist of several units to be joined together on-site. 

The maintenance platform is positioned around the ACB cryostat to create access for 
maintenance and support the warm PSV/RD and purge panels. A more detailed model of an 
ACB without maintenance platform is shown in Figure 4. 



Figure 3: Illustration of ACB sub-system.

Figure 4: 3D model of a typical ACB.



2.2. TSCS

The TSCS, as illustrated in Figure 5, is consisting of:

i) Cryostat or Thermal Shield Cold Valve Box (TCVB) housing all cryogenic 
components.

ii) Manifold Box (MB) housing the cryogenic piping to be connected to the Tokamak 
Thermal Shield (TS) Manifolds.

iii) Warm panels (PSV/RD panel and purge panel).  
iv) Maintenance platform.

Figure 5: Preliminary 3D model of TSCS.

3. Scope of Work and installation challenges

3.1. Scope of work

The major  tasks are:



i) Design, manufacturing, delivery & installation of maintenance platforms for 5 
ACBs and the TSCS.

ii) Design, manufacturing, delivery & installation of cable trays/conduits for 5 ACBs 
and the TSCS.

iii) Lifting and positioning of equipment & structures (cryostat, warm panels,) of 5 
ACBs (installation of structures for TSCS is out of scope) and electrical cabinets of 
5 ACBs and the TSCS. 

Please refer to the annex at the end of this Technical Summary giving the main characteristics 
of the Cryo-distribution system to be installed and preliminary inputs to be used for the 
design of structures within the present scope.

3.2. Installation challenges 

The installation of the ITER Cryo-distribution system in L3 of B11/B74 is a challenging and 
highly integrated task due to the tight positional tolerances, interface with upstream and 
downstream Cryolines and limited space. It demands a high level of precision whilst 
positioning the equipment and co-ordination between various installation agencies, quality 
and safety officers and site construction in-charge. The ITER Cryo-distribution systems are 
Quality Class One (QC 1) components. Specific inspections and controls to meet technical 
requirements will be performed during the installation and this has to be considered in the 
installation plan. It is important to maintain the schedule window provided for various 
installation activities, without interruption. In order to comply with the specified insulation 
vacuum pressure, strict cleaning activities and cleanliness controls are required during 
installation of other interfacing systems. Environments free from dust, particles, metal chips 
and other debris from building construction activities nearby are required to create a vacuum 
class environment. The site constraints, limitations and dependencies need to be considered to 
properly plan the installation.

4. Interfaces with Other Companies

There will be other contractors working on the IO site around and inside the involved in this 
scope of activities. 

4.1. Scaffolding

The IO has in place a framework contract for the lease of scaffolding for the contractor. This 
scaffold is provided only for human access.

Due to the high level of interaction between different contractors, the use of this scaffolding
Contract will be obligatory for all work being carried out in the Tokamak Complex as several 
works Contractors may use the same scaffolding. IO will pay the scaffolding contractor 
directly for works in the Tokamak Complex. For other areas, the contractor is responsible for 



organizing the scaffolding with the IO scaffold supplier or their own supplier at their own 
expense.

4.2. Lifting

For the installation works in L3, the Contractor shall be responsible for the full handling and 
lifting operations (including preparation and associated documentation) to install equipment 
in their final position.

For the introduction and transport of equipment, the main delivery point will be in the 
Cleaning Facility before passing through the Assembly Hall (B13). Materials including 
handling and lifting tooling shall be decontaminated in the Cleaning Facility by the 
Contractor. The Contractor shall comply with Cleanliness requirements as per IO cleaning 
protocol.

The Contractor will be responsible for offloading materials from the delivery vehicle in the 
Cleaning Facility and for the downstream transportation to the point of use within their 
worksite. 

The responsibility for the lifting operation shall remain with the Contractor and the 
Contractor shall provide qualified personnel as well as the handling/lifting tools.

4.3. Workshop

The IO will provide an area dedicated to the Contractor for the installation of his site 
facilities, possibly consisting of a workshop, local storage, and some facilities for pre-
assembly activities on smaller components. These areas will be located on the ITER Worksite 
platform and will be connected to the potable water, electrical networks as well as to the 
industrial drainage network.

4.4. Structure

To manage the coactivity and the Installation schedule IO is currently working with a 
Construction Management-as Agent (CMA). 

The IO, assisted by the Construction Manager as-Agent (CMA), will define the assembly 
process through Construction Work Packages (CWPs). Each CWP will define a package of 
works prepared and instructed to the Contractor by the CMA and performed by the 
Contractor as a unit, with a defined start and completion point and a required cost based upon 
the tendered unit rates for each type of work.



5. Required Competences

The competence and experience of the Contractor, and the ability, experience, and training of
his engineering and construction team will have a direct influence on quality, re-work, and 
schedule, and ultimately on the performance of the Tokamak during operation; the Contractor
will be required to demonstrate competence and experience in a number of key areas as listed
down below.



Area of Competence
Codes and Standards (EN and EUROCODES)

Occupational Safety
Process Development and Qualification

Quality Assurance / Quality Control
Regulated construction

Mechanical equipment prefabrication & installation 
(including test)

Pressure Equipment regulation (if applicable)
Carbon and stainless steel welding process

Inspection and Non-Destructive Examination (if applicable)
Lifting and Handling

Tooling Maintenance, Storage and Preservation

6. Nuclear and Quality Requirements

The ITER Organization is the nuclear operator of the ITER nuclear fusion facility (INB 174) 
under French nuclear law.

The Contractor shall have a Quality Assurance System required for manufacturing and 
installing of Pressure Equipment (if applicable to the scope of supply). He shall comply with 
the defined requirements associated with those components as well as with the French Order 
of 7th February 2012 establishing the general rules for basic nuclear installations (if 
applicable to the scope of supply). The Quality requirements imposed by the Pressure 
Equipment regulations, the defined requirements and the French Order of 7th February 2012 
will be detailed at the Call for Tender stage. 

The Protection Important Activity (PIA) list to be performed by this contract will be given in 
the Call for Tender phase (if applicable to the scope of supply).
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COMPANY NAME ADDRESS           (no
mailbox please)

WEB SITE CONTACT PERSON PHONE E-MAIL COMPANY INFORMATION (if any)

Call for Nominations – ITER Cryodistribution system installation works including design, manufacturing and delivery
IO/22/CFT/10022682/ABN

Nominating Domestic Agency:

Nominations 
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