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〇目的 
本契約の目的は、ITER トカマク建屋への設置に先立ち、ポートプラグ外構造物、ポートプラグ及び

ポート内機器から成る ITER ポートを統合するポート統合設備 (PIF) の開発及び設備に関するもので

す。 
作業範囲には、ポート統合に必要なすべての工具、備品、および支援機器の調達が含まれます。詳細

な業務範囲については、背景の項目を参照下さい。 
この文書は、ポート統合設備の開発及び調達に関する作業範囲及び要件を規定しています。これはフ

レームワーク契約であり、各タスクオーダーは独自の予算を持つ独立した自由なエンジニアリング作

業です。 
 
〇背景 
計測は ITER の運用の重要な部分です。これらは、長い時間スケールにわたってプラズマの性能を観

測、制御、維持する手段を提供します。ITER は、15 MA の領域のプラズマ電流と 5 T のトロイダル

磁場で動作し、パルス長は通常 500 s の領域にあり、より高度な動作の間に数千秒まで延長されま

す。このデバイスの主要な目的は、Q=10 の動作です。これは、50 MW の入力に対して 500 MW の

標準核融合電力が供給されることを意味します。 
多くの計測や、崩壊緩和システム、グロー放電洗浄、イオンサイクロトロン加熱電流駆動、電子サイ

クロトロン加熱電流駆動、テストブランケットモジュールなどの他のシステムは、これらの計測や機

器を所定の場所に保持するポートとそのインフラストラクチャに統合する必要があります。図 1 に、

ITER の一般的な統合計測ポートの概要を示します。 
 
図 1. ITER トカマクにおける計測用水平ポートの例 
（詳細は英文技術仕様書を参照ください） 
 
ITER にはこれらのシステム専用の上部ポート 18 個、水平部ポート 14 個、下部ポート 3 個（計測ポ

ートが大部分を占める）があり、DA や IO にあるポート統合のサイトで組み立てや改修が可能です。 
水平部および上部計測ポートは、計測用シールドモジュールと計測用ファーストウォールを内蔵した

ポートプラグ構造（図 2 および図 3 参照）、インタースペース支持構造（図 4）、ポートセル支持構造

（図 5）から構成されています。下部のポートにはポートプラグはありませんが、計測ラックを使っ

て真空封止コンポーネントと計測をホストしています。各ポートには 1 つ以上のテナント（計測、グ

ロー放電洗浄、崩壊緩和システム）およびサービス（水、ガス、電気）が収容されます。 
ポート・インテグレーション・ファシリティ(PIF)の目的は、ITER サイトにおける以下のポート機器



の最終組立、試験、改修、アップグレードを行うことです。 
ポートプラグ外構造物 
o ポートセル支持構造(PCSS) 
o 空間間支援構造(ISS) 
ポートプラグ(PP)および容器内部品 
 
図 2. 水平ポートプラグのモジュール設計例（総質量 48t まで）。 
図 3. 上側ポートプラグの設計例（総質量 25 t まで） 
図 4. 空間間支持構造物の設計例（70 t まで） 
図 5. ポートセル支持構造の例 
（詳細は英文技術仕様書を参照ください） 
 
計測用シールドモジュール(DSM)は、ポートプラグ構造体に垂直に設置されなければなりません。こ

れらの作業のために、いくつかの傾斜工具を開発する必要があります。図 6 から図 9 に、傾けるため

の道具の設計例を示します。 
図 6. 水平儀の PP ティルティングツール 
図 7. 水平儀 DSM ティルティングツール 
図 8. 上部 PP ティルティングツール 
図 9. 上部 DSM ティルティングツール 
図 10. 容器外実験装置支持構造の組立手順の一例 
（詳細は英文技術仕様書を参照ください） 
 
ポートプラグと容器内実験装置（計測ラック、ダイバーターカセット、シールドブロック、ファース

トウォール）は、ポートプラグ試験設備（PPTF）で試験されます。炉内構造物には、PPTF で試験

を行うためのアダプターが必要です（図 11～図 16 参照）。この機器は保護重要機器（PIC）であり、

INB-174（Nuclear Basic Installation）である ITER のホットセルで使用され、2012 年 2 月 7 日の

フランス INB-order に準拠する必要があります。 
図 11 ITER のホットセルで使用される IIC PPTF の計測ラック試験用アダプターのコンセプト 
図 12. PPTF 試験槽に計測ラックを設置したアダプターの概念図 
図 13. PPTF のダイバーターカセットテスト用アダプターの概念図 
図 14. PPTF テストタンク内のダイバーターカセット付きアダプターの概念図 
図 15. PPTF でファーストウォールパネルをテストするためのアダプターのコンセプト 
図 16. PPTF でシールドブロックをテストするためのアダプターの構想 
（詳細は英文技術仕様書を参照ください） 
 
 
 
〇作業範囲 



1 この契約の目的は、ポート統合施設の開発及びその設備です。設備の設計及び機器の調達は、本書

の他の部分で「成果物」と指定されています。 
本契約の詳細な業務範囲は、以下に詳述します。 
2 業務範囲は、最低限以下のものを含みます。 

a. ポートの統合に必要な施設、標準及び非標準の工具、備品、計器及び必要機材の特定。 
b. IO から供給されるものを除く、すべての成果物のための原材料と COTS アイテムの調達。 
c. c. 成果物の製造（これらに限定されません）。 

i. ポートプラグとポートプラグ外の構造物を統合するための標準および非標準の機器の設計と

調達。 
ii. 作業場及び倉庫のレイアウト設計。 
iii. ポートプラグ試験設備（PPTF）における計測機能試験用機器の設計・調達。 
iv. ポートプラグ試験設備（ダイバータカセット、ファーストウォール、シールドブロック、計

測ラック）の容器内部品試験用の真空対応アダプタの設計と調達。 
v. v. 1 つのアダプターで全ての容器内機器を試験できない場合、他のそのようなアダプターの

設計と調達も選択肢の一つです。 
vi. 配管及び構造物の切断及び溶接、並びに非破壊検査及び寸法管理のための工具の設計及び

調達。 
vii. 必要な場合は、すべての成果物の適格性確認と性能試験。 
viii. 建物内の作業場の組立及び据付 
ix. 上記 3.1 で示される広範な範囲に必要なその他の活動。 

d.  要求される品質システムのもとで、正規の資格を有する要員により、確立された製造技 術を使

用して構成部品を製造します。すべての機器は、ITER 管理・品質プログラム（MQP）に従った品

質保証計画及び品質管理 の下で製造されるものとします。 
e.  一部の機器は、原子力規格及び基準に従って、原子力環境下で動作するように設計されなけれ 
ばならない。これは技術仕様に詳述されます。 
f.  供給者は、統合設計、材料調達仕様の要求及び PIF の詳細について提供されます。 
g. 以下のものは IO から提供され、調達はサプライヤの範囲外です。 

i. ポートプラグ試験設備（DA が調達する。） 
ii. ポートプラグ構造、計測ラック、計測シールドモジュール、計測ファーストウォール、 イ
ンタースペース、ポートセル支持構造（DA または個別の契約により調達） iii. 
iii. 計測およびそのサービス（DA または個別契約により調達されたもの） 
iv. ポート統合施設を収容するための建物 
v. ポート統合施設の全ての組み立て、運用、保守活動（別契約となる予定） 

h.  すべての溶接は、必要な場合はリークテスト、適用されるコードと規格で要求される NDE を
含む、溶接を認定する必要なテストを受けなければなりません。これは IO によって承認された手

順で行われなければなりません。 
 
 



〇概略日程 
概略日程は以下の通りです： 
マイルストーン 暫定日程 

外部委託の発行 2022年 10月 

事前審査の発行 2022年 11月 E 

入札発行 2023年 3月中旬 

契約開始 2023年 10月初旬 

 
詳細は英文技術仕様書を参照ください。 
 
〇必要な能力 
トカマクでの経験を高く評価し、原子力環境における以下の選択された活動に関する設計の知識と経

験を要求されます。候補企業とその職員は、以下に詳述する業務に対して適切な経験と能力・資質を

有している必要があります。 
 工具や固定具のコンセプト、設計、実現、インターフェース定義、文書化、複雑な大型重機の

取り扱い/架設に関する経験。 
 複雑な工具や冶具の構造解析の経験。 
 原子力システム用機器のコンセプト、設計、実現、インターフェース定義、文書化の経験。 
 国際原子力規格に従った原子力部品の製造経験。 
 プロジェクトの構成と実施に関する経験 
 ミリメートル単位の精密なステンレス鋼と炭素鋼の製造と加工ができること。 
 最大 5 トンまでのステンレス鋼や炭素鋼部品の機械加工ができること。 
 ステンレス鋼と炭素鋼の溶接（手動および自動）：TIG、SMAW、SAW 
 非破壊検査および試験（目視、浸透探傷、X 線、UT およびリークテスト）。 
 電気、電子、光学、機械部品を含む特殊機器の取り扱い経験。 
 クリーンな環境での製造能力（工具は超高真空部品を扱うため、ISO 8 の清浄度領域で使用さ

れます）。 
 工具や設備に適用されるフランス/欧州の規制に関する経験（成果物はフランスで使用される規

制に適合していること）。機械指令 2006/42/EC、2004 年 3 月 1 日および 2 日のフランス

命令（昇降装置の点検および保守に 関するもの）、建設製品に関する規則 305/2011/EU、低電

圧指令 2014/35/EU、電磁適合性指令 2014/30/EU. 
 以下の能力があることが望ましいですが、必須ではありません。 
 複雑な統合システムの RAMI と技術的なリスク評価に関する専門知識。 
 人間的、組織的要因の定義と評価に関する専門知識。 
 複雑な機械、核融合及び／又は原子力システムにおけるインターフェース管理。 
 

〇候補 

参加は、個人またはグループ/コンソーシアムに参加するすべての法人に開放されます。法人とは、法的権利



及び義務を有し、ITER加盟国内に設立された個人、企業又は機構をいいます。 

 

法人は、単独で、またはコンソーシアムパートナーとして、同じ契約の複数の申請または入札に参加するこ

とはできません。共同事業体は、恒久的な、法的に確立されたグループ又は特定の入札手続のために非公式

に構成されたグループとすることができます。 

 

コンソーシアムのすべての構成員(すなわち、リーダーと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。 

 

コンソーシアムとして許可されるために、その点で含まれる法人はコンソーシアムの各メンバーをまとめる

権限をもつリーダーをもたなければなりません。このリーダーはコンソーシアムの各目メンバーのために責

任を負わなければなりません。 

 

指名されたコンソーシアムのリーダーは、入札段階でのカバーレター(入札への招待)で、コンソーシアムの

メンバーの構成を説明する予定です。その後、候補者の構成は、いかなる変更もITER機構に通知することな

く変更してはなりません。かかる認可の証拠は、すべてのコンソーシアムメンバーの法的に授権された署名

者が署名した委任状の形式で、しかるべき時期にIOに提出しなければなりません。 

 

                                                                                                                                   
【※ 詳しくは添付の英語版技術仕様書「Frame Work Contract for the Engineering Design and 
Tooling Procurement for the Port Integration Facility」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。 
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Frame Work Contract for the Engineering 

Design and Tooling Procurement for the Port 
Integration Facility 

 
IO/22/CFT/70000836/LLU 

 

Technical Summary 

 
1. Purpose 

 
The purpose of this Contract is the development and the equipment of the Port Integration 
Facility (PIF) for the integration of the ITER ports, which consist of the ex-Port Plug 
Structures, the Port Plugs and the in-vessel components, prior to their installation in the ITER 
Tokamak Building.  
 
The scope of work includes the procurement of all the necessary tools, fixtures and support 
equipment needed for the port integration. The detailed scope of work is given in Section 1 
below. 
 
This document specifies the scope of work and the requirements for the development and 
procurement of the Port Integration Facility. This is a framework contract, where each task 
order is a free self-standing engineering activity with its own budget.  
 
2. Background 
 
Diagnostics are a critical part of the operation of ITER. They provide the means to observe, 
control and sustain the plasma performance over long timescales. ITER will operate with a 
plasma current in the region of 15 MA and toroidal fields of 5 T. The pulse lengths will be in 
the region of 500s typically and will extend up to several thousand seconds during more 
advanced operation. A key objective of this device is Q=10 operation. This means that a 
typical fusion power of 500 MW will be provided for 50 MW input. 
 
Many diagnostics, as well as other systems like Disruption Mitigation System, Glow 
Discharge Cleaning, Ion Cyclotron Heating and Current Drive, Electron Cyclotron Heating 
and Current Drive and Test Blanket Modules shall be integrated into ports and their 
infrastructure, which hold these diagnostics or equipment in place. Figure 1 gives an overview 
of the typical integrated diagnostic port in ITER. 
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Figure 1. Example of a diagnostic equatorial port in the ITER Tokamak 
 

There are 18 upper ports, 14 equatorial ports and 3 lower ports in ITER dedicated to these 
systems (with a large majority of diagnostic ports), which can be assembled or refurbished at 
the Port Integrator’s sites at DAs or at IO. 
 
Equatorial and upper diagnostic ports consist of a Port Plug Structure with integrated 
Diagnostic Shield Modules and Diagnostic First Walls (see Figure 2 and Figure 3), an 
Interspace Support Structure (Figure 4) and a Port Cell Support Structure (Figure 5). The 
lower ports do not have port plugs but they use diagnostic racks to host in-vacuum 
components and diagnostics. Each port hosts one or more tenants (diagnostics, Glow 
Discharge Cleaning, Disruption Mitigation System) and services (water, gas, electrical). 
 
The purpose of the Port Integration Facility (PIF) is to perform the final assembly, testing, 
refurbishment / upgrade of the following port equipment on ITER Site. 

 Ex-Port Plug Structures 
o Port Cell Support Structure (PCSS) 
o Interspace Support Structure (ISS)  

 Port Plugs (PP) and in-vessel components 
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Figure 2. Example of modular design of the Equatorial Port Plug (total mass up 
to 48 t) 

 
 
 

 
 

Figure 3. Example of design of the Upper Port Plug (total mass up to 25 t) 
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Figure 4. Example of Interspace Support Structure (up to 70 t) 
 
 

 
 

Figure 5. Example of Port Cell Support Structure 
 



IO/22/CFT/70000836/LLU  5 of 10 
 

  
Diagnostic Shield Modules (DSM) shall be installed vertically in the Port Plug Structures. 
Some tilting tools have to be developed for these operations. Figure 6 to Figure 9 show an 
example of design of tilting tools. 

 
 

  
Figure 6. Equatorial PP tilting tool Figure 7. Equatorial DSM 

tilting tool 
  

  
Figure 8. Upper PP tilting tool Figure 9. Upper DSM tilting 

tool 
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Figure 10. Example of an assembly sequence of an ex-vessel support structure 
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Port Plugs and In-Vessel Components (Diagnostic Racks, Divertor Cassettes, Shield Blocks 
and First Walls) are tested in the Port Plug Test Facility (PPTF). In-Vessel Components need 
an adapter to be tested in the PPTF (see Figure 11 to Figure 16). This equipment is a 
Protection Important Equipment (PIC), which will be used in the Hot Cell of ITER, which is 
INB-174 (Nuclear Basic Installation), and must comply with the French INB-order of 7 
February 2012. 

 

  
Figure 11. Concept of an adapter to test 

Diagnostic Racks in the PPTF 
Figure 12. Conceptual adapter with a 

Diagnostic Rack in the PPTF test tank 
  

  
Figure 13. Concept of an adapter to test 

Divertor Cassette in the PPTF 
Figure 14. Conceptual adapter with a 

Divertor Cassette in the PPTF test tank 
  

  
Figure 15. Concept of an adapter to test 

First Wall Panels in the PPTF 
Figure 16. Concept of an adapter to test 

Shield Blocks in the PPTF 
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3. Scope of work 
 

3.1 The purpose of this contract is the development and the equipment of the Port 
Integration Facility. The design of the facilities and the procurement of equipment is 
designated as the “deliverables” in the rest of this document.  

The detailed scope of work for this contract is detailed below. 

 
3.2 The scope of work includes as a minimum the following:  

a. Identification of the required facilities, standard and non-standard tools, 
fixtures, instruments and necessary equipment needed for the integration of the 
ports. 

b. Procurement of raw material and COTS items for all the deliverables, other 
than those which are supplied by IO. 

c. Manufacturing of the deliverables that include, but not limited to, 
i. Design and procurement of the standard and non-standard equipment 

for the integration of the Port Plugs and the ex-Port Plug Structures, 
ii. Design of the layout of the workshops and storage spaces, 

iii. Design and procurement of equipment for diagnostic functional tests in 
the Port Plug Test Facility (PPTF), 

iv. Design and procurement of a vacuum-compatible adaptor for testing in-
vessel components in the Port Plug Test Facility (divertor cassettes, 
first walls, shield blocks and diagnostic racks), 

v. Design and procurement of other such adaptors are an option, if a 
single adapter could not allow testing all the in-vessel components, 

vi. Design and procurement of tools for cutting and welding of pipes and 
structures, and for non-destructive examination and dimensional 
control, 

vii. Qualification and performance testing of all the deliverables wherever 
necessary. 

viii. Assembly and installation of the workshops in the building 
ix. Any other activity needed for the broad scope indicated in 3.1 above. 

d. Manufacture of the components using established fabrication techniques under 
required Quality Systems with duly qualified personnel. All equipment shall be 
manufactured under a quality assurance plan, and with quality control, that 
shall follow the ITER Management and Quality Programme (MQP). 

e. Some of this equipment shall be designed to operate in the nuclear 
environment, following nuclear Codes and Standards.  This will be detailed in 
the technical specifications. 

f. The supplier will be provided with the integration design, material 
procurement specification requirements and the details of the PIF. 

g. Following will be supplied by IO and procurement is not in the scope of the 
Supplier 

i. Port Plug Test Facility (procured by DA) 
ii. Port Plug Structures, Diagnostic Racks, Diagnostic Shield Modules, 

Diagnostic First Walls, Interspace and Port Cell Support Structures 
(procured by DAs or through separate contracts) 
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iii. Diagnostic and their services (procured by DAs or through separate 
contracts) 

iv. Building to host the Port Integration Facility 
v. All assembly, operation and maintenance activities of the Port 

Integration Facility (will be a separate contract) 
h. All welding shall undergo the requisite tests that qualify the welds, including 

leak tests, where necessary, and NDE as required by the applicable codes and 
Standards.  This will have to be done using procedures approved by IO. 

 
4. Tentative Schedule Timetable : 
 

Issue Call for Nomination to DAs  October 2022 
Issue Pre-Qualification Application  End of November 2022 
Issue Call for Tender    Mid of March 2023 
Contract Start date    beginning of October 2023 

 
5. Required Competences 
 
Experience in Tokamaks is highly appreciated, and knowledge and experience in design for 
the following selected activities in nuclear environment is requested. The candidate company 
and its personnel shall have adequate experience and capability/capacity for the work as 
detailed below: 
 

 Experience in concept, design, realisation, interface definition and documentation for 
tooling and fixtures, handling / erecting complex large and heavy equipment, 

 Experience in structural analysis of complex tooling and fixtures, 
 Experience in concept, design, realisation, interface definition and documentation of 

equipment for nuclear systems, 
 Experience in manufacturing of nuclear components following international nuclear 

codes and standards, 
 Experience in project organization and implementation, 
 Capability of milimetric level precision stainless steel and carbon steel construction 

and fabrication, 
 Capability of machining of stainless steel and carbon steel components up to 5 tons, 
 Welding stainless steel and carbon steel (manual and automatic);TIG, SMAW, SAW 
 Non-Destructive Testing and examination (Visual, die-penetrant, X-Ray, UT and Leak 

Tests), 
 Experience in the handling of speciality equipment which include electrical, electronic, 

optical, mechanical components, 
 Capability of manufacturing in a clean environment (the tools will be used in an ISO 8 

cleanliness area to handle ultra-high vacuum components), 
 Experience with French/European regulations applicable to the tooling and facilities 

(the deliverables shall comply with the regulation to be used in France): Machine 
Directive 2006/42/EC, French Orders on 1 and 2 March 2004 (relative to lifting 
devices checking and maintenance), Regulation on construction products 305/2011/EU, 
Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 
2014/30/EU. 
 
 
Following competencies are desirable but not mandatory: 
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 Expertise in RAMI and technical risks assessment of complex integrated systems, 
 Expertise in Human and Organizational Factors definition and assessment,  
 Interface management in complex mechanical, fusion and/or nuclear systems. 

 
 

6. Duration of services  
 

The Contract will be carried out mainly off the ITER site over an initial firm period of four (4) 
years, plus two (2) years optional. The Contract is scheduled to come into force in June 2023. 
 
7.  Candidature 
 
Participation is open to all legal persons participating either individually or in a grouping 
(consortium) which is 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. 

Legal entities belonging to the same legal grouping are allowed to participate separately if they 
are able to demonstrate independent technical and financial capacities. Candidates (individual or 
consortium) must comply with the selection criteria. The IO reserves the right to disregard 
duplicated reference projects and may exclude such legal entities from the pre-qualification 
procedure. 

 
8. Reference  
 
Further information on the ITER Organization procurement can be found at:  
http://www.iter.org/org/team/adm/proc  
 
 
 
 

 

http://www.iter.org/org/team/adm/proc
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