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IO 締め切り 2023 年 2 月 3 日(金) 
 
〇背景 
ITER インターロック制御システム (ICS) は、インターロック機能の自動実行により、ITER におけ

る投資保護メカニズムの実装を担当する ITER 制御システムです。これは、IO (PBS .46) によって資

金内で調達されたセントラル・インターロック・システム (CIS) 、アドバンスト・プロテクション・

システム (APS) 、および ITER の異なるプラント・システムによって提供されるプラント・インタ

ーロック・システム (PIS) で構成されています。 
CIS は、APS&PIS によって生成されるイベントと PIS によって実行されるアクションの調整と監督

を目的としたセントラル・インターロック機能を実装しています。異なる PIS は、プラント固有のイ

ンターロックイベントまたはアクションを持つローカル保護機能を担当します。ローカル保護機能に

は横断的な副作用があります。APS は、プラズマの有無にかかわらず、統合的な動作に関するハイブ

リッド保護機能を実装しています。ハイブリッド保護機能は、トカマク物理状態空間の動的評価と、

統合動作に関するイベントが検出可能であるような離散論理を組み合わせています。また、APS は

ITER の崩壊緩和制御パスの主要部分を担っています。上記のシステムについては、IEC-61508 規格

に準拠して、低速 (PLC) 、高速 (FPGA ベースのコントローラ) 、およびハードウェア技術で構成さ

れるアーキテクチャーが設計されています。   
FPGA ベースのコントローラは CIS 高速アーキテクチャー (FA) と呼ばれ、APS のすべてのサブシ

ステム、高速 PIS (F-PIS) 、および CIS の一部のサブシステムをカバーしています。 
 
〇目的 
この契約は CIS-FA に焦点を当てています。その目的は、以下でより詳細に説明しますが、CIS-FA
サブシステムの設計、開発、および V&V に参加する機会を与えることです。 
CIS 高速アーキテクチャー(FA) は、2 種類のシステムに分けることができます。  

1. cRIO 計装ホストは、PCI Express 経由で接続された PC-Host とナショナルインスツルメンツ

（NI）cRIO FPGA の組み合わせです。FPGA は純粋な論理関数を実行しながら、ポイントツー

ポイントの 24 V 産業用または 5 V-TTL 接続を介して PIS とインターフェイスします。PC ホス

トは、設定、ステータス監視、CIS 中央ログシステムへの状態変更のログ記録などのサポート機

能の実行を担当します。 
2. cRIO 計装 CODAC インターフェイスは、リアルタイムイーサネット接続を介して従来の

ITER 計測および制御システムとインターフェイスできる cRIO 計装ホストです。これらのシス

テムの要件は、インターロック層の性能を保証する従来の層から中央インターロック機能を分離

することです。 



すべての CIS-FA 開発はリアルタイム Linux カーネルを使用しています。ベースラインの FPGA デバ

イスは、14 スロットのナショナルインスツルメンツ NI 9159 cRIO で、これには Xilinx Virtex-5 が

含まれています。ホスト側ソフトウェアには、MARTe 2 リアルタイムフレームワークと機器の上に

構築されたリアルタイムアプリケーションが含まれています。ホスト側アプリケーションは、

SCADA および中央データログへのインターフェイスシステムは OPC UA を介して動作します。この

フレームワーク契約は、ITER ファーストプラズマ(FP) およびファーストプラズマ後の運転 (PFPO-
1) に向けた設計、開発およびシステム V&V をカバーしており、以下の部門があります。 
作業: 

1. CIS・APS から 6 つのサブシステムの設計・開発・システム V&V に関する FP 作業。 
2. 主要 CIS サブシステムの改修・改修・システム V&V に関する FP 作業; 
3. DMS-PIS にまたがる 2 つのサブシステムの設計とプロトタイプ作成を支援する PFPO-1 作

業。 
必要なサービスは、次の 2 つのロットに分かれています。 

1. 全体的なシステム設計、開発、ファームウェアの統合と検証と検証。 
2. ファームウェアの設計、開発、検証、検証。高度なシステム設計と CIS-FA システムの開発は

PCDH に従います。 
https://www.iter.org/mach/codac/PlantControlHandbook 
PCDH は、内部 IO ドキュメントである CIS-FA 固有の設計パターン、手法、および対策に拡張され

ています。 
 
〇作業範囲 
業務は、契約の全体的な枠組みの下で個々のタスクオーダーで構成されなければなりません。各タス

クオーダーは、いくつかのサブシステムに適用可能な特定のシステムまたはサブモジュールに焦点を

当てるものとします。さらに、タスクオーダーはシステム開発をシステム V&V から分離しなければ

なりません。 
システムの重要度に応じて、IEC 61508 の要件に準拠して、各タスクオーダーを 1 つの組織内の別々

のチームまたは別々の組織に割り当てることができます。 
タスクオーダーで要求されるサービスには、以下が含まれます。 

 CIS-FA システム、プロトタイプ、インターフェイスまたはライブラリモジュールの設計、

製造、開発、試運転、およびテストへの参加を対象とするエンジニアリングサービス。 
 PCIe インターフェイスを含む Linux でのリアルタイム C/C++ソフトウェア開発。 
 ライブラリモジュールベースの VHDL、Xilinx IP、LabVIEW/FPGA VI、TCL、または制

約ファイルの LabVIEW/FPGA によるファームウェア統合。 
 システムエンジニアリング資料の準備で IO をサポート;要件、設計、V&V 計画、V&V 手

順、統合&運用マニュアル。 
 コードレビュー、静的分析、ユニットテスト、統合テスト、エンドツーエンドのシステムテ

ストを含むソフトウェア V&V。 
 コードレビュー、静的解析、SystemVerilog を使用した機能レベル、ゲートレベル、ポスト



PaR レベルでのシミュレーションを含む FPGA ファームウェア V&V。ファームウェア

V&V には、タイミング制約とデザインルールチェックレポートのレビューも含まれます。 
作業は、特定のタスクオーダーで指定されているように、会社の敷地内と ITER サイトで部分的に行

われるものとします。 
 
〇契約スケジュール 
本契約は 2023 年 9 月に 4 年間として、１年の延長の可能性を持って締結されるする予定です。 
 
〇概略日程 
概略日程は以下の通りです： 
マイルストーン 期間 暫定日程 

国内機関の推薦の要請 to 2023年 1月 

国内機関の推薦の受領 t1=to+4週   

事前審査の発行 t2=t1+4週   

事前審査の受領 t3=t2+3週   

事前審査の結果通知 t4=t3+5週   

入札発行 t5=t4+2週   

入札提出締め切り t6=t5+9週   

契約授与予定日 t7=t6+7週   

契約開始予定日 t8=t7+2週   

 
〇必要経験 
候補企業に必要な経験は、以下に挙げるような広範囲に及びます。 

 大規模異種施設のための計装安全システムの設計、構築および運用。 
 IEC-61508およびIEC-61511規格に基づく安全産業用制御システムのハードウェアおよびソフトウ

ェアの設計と統合。 
 異種I&Cシステムの障害モード評価。 
 Linuxオペレーティングシステム、EPICS制御システム、CODACソフトウェアフレームワーク、

データベース管理のためのC/C++によるリアルタイムシステムの開発。 
 ナショナルインスツルメンツ cRIOプラットフォームとLabView、Xilinx ISEの下でのソフトウェ

アとプロトタイプの開発。 
 PCIe用のLinuxデバイスドライバーに関する特定の経験。 
 C/C++ソフトウェアの検証と検証。 
 FPGAファームウェアの検証と検証。 
 フランスの標準NFC-15-100でのI&Cケーブル配線図のレビュー。 
 英語で書かれた明確で正確で曖昧さのない文書とオープンな報告文化。 

 
〇候補 



すべての法人は個別またはITER参加極に設立された団体（コンソーシアム）として本入札に参加できます。

法人は個別もしくはコンソーシアムパートナーとして同じ契約の１つを超えて応募または入札に参加するこ

とはできません。コンソーシアムは、恒久的な、法的に設立されたグループである場合もあれば、特定の入

札手続きのために非公式に設立されたグループである場合もあります。 
コンソーシアムの全構成員(すなわち、リーダーおよび他のすべてのメンバー)は、ITER機構に対して連帯し

て責任を負います。コンソーシアムは、ITER機構の承認なしに後から修正することはできません。 
 
同じ法人団体に属する法人は、独立した技術的能力と財務的能力が実証できる場合に個別に参加することが

許されます。入札参加者（個人またはコンソーシアム）は、事前審査プロセスの間に提示される選定基準に

従う必要があります。IOは、重複した参照プロジェクトを無視すること、並びに該当する法人を事前審査手

続きから除外する権利を有します。 
                                                                                                                                   
【※ 詳しくは添付の英語版技術仕様書「Central Interlock System – Fast Architecture Engineering 
and Development Framework Service Contract」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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イーター国際核融合エネルギー機構からの外部委託 
に関心ある企業及び研究機関の募集について 

 

＜ITER 機構から参加極へのレター＞ 

 

 以下に、外部委託の概要と要求事項が示されています。参加極には、提案された業務

に要求される能力を有し、入札すべきと考える企業及び研究機関の連絡先の情報を ITER

機構へ伝えることが求められています。このため、本研究・業務に関心を持たれる企業及

び研究機関におかれましては、応募書類の提出要領にしたがって連絡先情報をご提出下

さい。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SUMMARY

Call For Tender IO/22/CFT/7-930/ERA

Central Interlock System – Fast Architecture Engineering and 
Development Framework Service Contract

Background

The ITER Interlock Control System (ICS) is the ITER Control System in charge of the 
implementation of the investment protection mechanisms at ITER through the automated 
execution of interlock functions. It is composed of the Central Interlock System (CIS), the 
Advanced Protection System (APS), both procured in-fund by IO (PBS.46), and of Plant 
Interlock Systems (PIS), provided by the different plant systems of ITER. 

The CIS implements central interlock functions, which aim at the coordination and supervision 
of events generated by APS & PIS and of actions actuated by PIS. The different PIS are in 
charge of local protection functions with plant-specific interlock events or actions. local 
protection functions have transversal side-effects. The APS implements hybrid protection 
functions that concern integrated operation with or without plasma. Hybrid protection functions 
combine dynamic evaluation of the tokamak physical state-space with discrete logic such that 
events concerning integrated operation are detectable. Additionally, the APS is in charge of the 
main parts of the ITER disruption mitigation control path. 

Concerning the above systems, an architecture composed of slow (PLC), fast (FPGA-based 
controllers) and hardwired technologies have been designed in adherence to the IEC-61508 
standard. 

The FPGA-based controllers are called CIS Fast Architecture (FA), which cover all subsystems 
of APS, Fast PIS (F-PIS), and some subsystems of CIS.

Purpose

This contract focuses on the CIS-FA. Its purpose allows an opportunity to participate in the 
design, development and V&V of CIS-FA subsystems as described in more detail below.

CIS Fast Architecture (FA) can be divided into two types of system;

1. The cRIO instrumented hosts, are combinations of PC-Host and National instrument 
cRIO FPGA connected via PCI Express. The FPGAs are tasked with executing pure 
logical functions, while interfacing through point-to-point 24V-industrial or 5V-TTL 
connections to PIS. The PC-Hosts are tasked with executing supporting functions like 



configuration, status monitoring, logging state-changes to the CIS central logging 
system. 

2. The cRIO instrumented CODAC interfaces, are cRIO instrumented hosts that can 
interface to the conventional ITER diagnostic and control systems through real-time 
Ethernet connections. A requirement for these systems is to isolate the central 
interlock functions from the conventional layer guaranteeing the performance of the 
interlock layer. 

All CIS-FA developments utilise a real-time Linux kernel. The baselined FPGA device is the 
14-slot National Instrument NI9159 cRIO, which contains a Xilinx Virtex-5. The host-side 
software includes a real-time application built on MARTe2 real-time framework and 
components. The host-side application interfaces to SCADA and central data-logging 
systems through OPC UA.

This framework-contract covers design, development and system V&V towards ITER First 
Plasma (FP) and Post-First Plasma Operation (PFPO-1), with the following branches of 
activities:

1. FP activities that concern design, development and system V&V for six sub-systems 
from CIS and APS.

2. FP activities that concern modification, retrofitting and system V&V of key CIS sub-
systems; 

3. PFPO-1 activities in support of design and prototyping for two sub-systems spanning 
the DMS-PIS.

The required services indicate a separation into two lots:

1. Overall system design, development, firmware integration & Validation and 
Verification.

2. Firmware design, development & Validation and Verification.

At a high level system design and development of CIS-FA systems follows the PCDH 
https://www.iter.org/mach/codac/PlantControlHandbook

The PCDH is expanded into design patterns, techniques and measures specific to CIS-FA 
which are internal IO documents.

Scope of work

The work shall be structured in individual task orders under the overall framework of the 
contract. Each task order shall focus on a specific system or submodules applicable to several 
subsystems. Additionally task-orders shall separate system development from system V&V 
depending on the criticality of the system such that each task-order can then be awarded to 
separate teams within one organisation or separate organisations in adherence to IEC61508 
requirements.

https://www.iter.org/mach/codac/PlantControlHandbook


 The services to be requested in the task orders will cover the following: 

 Engineering services covering the participation in the design, manufacturing, 
development, commissioning and testing of CIS-FA systems, prototypes, interfaces or 
library modules. 

 Real-time C/C++ software development on Linux involving PCIe interfaces.
 Firmware integration through LabVIEW/FPGA of library modules based VHDL, 

Xilinx IP, LabVIEW/FPGA VIs, TCL, or constraint files.
 Support IO in the preparation of the system engineering dossiers; requirements, designs, 

V&V plans, V&V procedures, integration & operation manuals.
 Software V&V involving code reviews, static analysis, unit-testing, integration testing 

and end-to-end system testing.
 FPGA firmware V&V involving code reviews, static analysis, and simulations at 

functional, gate and post-PaR level using SystemVerilog. Firmware V&V also involves 
Timing constraints and Design Rules Check report reviews.

The work shall be performed at the company’s premises and partially on the ITER site as 
specified by particular task-orders.

Contract schedule

The Contract is scheduled to come into force in September 2023 for a duration of four (4) years, 
with the possibility of the extension of an additional year. 

Procurement timetable

The tentative timetable is as follows:

Call for Nomination Release t0 January 2023

Receipt of Nominations t1 = t0 + 4 weeks

Issuance of Prequalification Application t2 = t1 + 4 weeks

Receipt of Prequalification Application t3 = t2 + 3 weeks 

Notification of Prequalification Results t4 = t3 + 5 weeks

Issuance of Call for Tender t5 = t4 + 2 weeks

Tender Proposals Due Date: t6 = t5 + 9 weeks

Estimated Contract Award Date: t7 = t6 + 7 weeks

Estimated Contract Start Date: t8 = t7 + 2 weeks



Experience

The company’s experience shall cover a broad range of capabilities as listed below: 
 Design, construction and operation of instrumented safety systems for large 

heterogeneous facilities.
 Hardware and software design and integration of safety industrial control systems, 

under the IEC-61508 and IEC-61511 standards.
 Failure-mode assessment of heterogeneous I&C systems.
 Development of real-time systems in C/C++ for the Linux operating system, EPICS 

control system, CODAC software framework and database management.
 Development of software and prototypes under National Instruments cRIO platform 

and LabView, Xilinx ISE.
 Specific experience with Linux device drivers for PCIe.
 C/C++ software Validation and Verification.
 FPGA firmware Validation and Verification.
 Review of I&C cabling diagrams under French standard NFC-15-100.
 Clear, precise, unambiguous documentation writing in English and open reporting 

culture. 

Candidature

Participation is open to all legal persons participating either individually or in a grouping 
(consortium). All legal persons including all consortium members should be established in an 
ITER Member State. A legal person cannot participate individually or as a consortium partner 
in more than one application or tender. A consortium may be a permanent, legally-established 
grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. 
All members of a consortium (i.e. the leader and all other members) are jointly and severally 
liable to the ITER Organization. The consortium cannot be modified later without the approval 
of the ITER Organization.

Legal entities belonging to the same legal grouping are allowed to participate separately if they 
are able to demonstrate independent technical and financial capacities. Bidders’ (individual or 
consortium) must comply with the selection criteria. IO reserves the right to disregard 
duplicated references and may exclude such legal entities form the tender procedure.

References

Further information on the ITER Organization procurement can be found at:
https://www.iter.org/proc/generalinfo.

https://www.iter.org/proc/generalinfo
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