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〇目的 
ITER は平和利用の核融合発電の科学的および技術的な実現可能性の実証を目的とした、国際共同研

究開発プロジェクトです。ITER 機構の 7 つのメンバーは、;欧州連合 (EURATOM が代表) 、日本、

中華人民共和国、インド、大韓民国、ロシア連邦、および米国です。 
ITER の敷地はフランス南東部のブーシュデュローヌ地区にあり、フランス CEA サン・ポール・レ・

デュランス に近いところに位置しています。詳細については、ITER のウェブサイト

http://www.iter.org を参照して下さい。 
 
ITER 機械の組み立ては現在、ITER の敷地内にて進行中で、最大 750 t のオーバーヘッドクレーンを

使用した大型で複雑なリフティング作業が行われています。 
主に保守目的で使用されるリフティング設備など、いくつかの補助的な建屋が既に稼働しています。 
本文書の目的は、将来のフレームワーク契約に関連する ITER 機構 (IO) の技術要件の概要を説明す

ることであり、これは 2 つのロットに分割されます。 
 ロット 1:トカマク組立リフティング設備の運転及び保守; 
 ロット 2:その他のリフティング設備の運転及び保守。 

本文書は、ITER 機構が ITER 国内機関に対して発行する外部委託募集に適用されます。  
本文書は、より詳細な要件を含む将来のフレームワーク契約の最終仕様ではありません。  
 
〇作業範囲 
2.1 業務 
提供する業務は、ITERサイトに設置されたリフティング設備の運転と保守の面から要求される性能基準、品

質水準及びその他の作業要求を確実に達成するためにIOをサポートすることを目的としています。 
この目的のために、契約者は、以下を含む完全なエンジニアリングおよび管理ソリューションを提供する責

任を負うものとします。 
 適切な技能、技術及び経営に関する専門知識を有する労働者及びその他の人員 
 材料、予備部品、工場、工具、輸送およびアクセス手段、テスト機器、 

化学薬品、潤滑剤、その他の雑貨類。 
両ロットで提供される業務には、大まかに以下の作業グループが含まれます。 

1. リフティング設備保守(架空クレーン、ガントリークレーン、モノレール); 
2. リフティング設備運転 (オプション); 
3. 追加作品(新しいリフティング設備の供給・設置、既存のリフティング設備の改造・改修、リフティ

ング用アクセサリーの調達); 



4. 横断タスク(コールセンター、オンコール業務、コンピュータ化された保守管理システム、調整、予

備部品管理、規制チェック...)。 
各ロットには、以下に示す特定の機器セットが含まれます (全てを網羅しているわけではありません) 。 
 ロット1: 

o 750 t及び50 t天井クレーン (建屋#13); 
oデュアルクレーン重吊梁 (建屋#13); 
o保守ホイスト (建屋#13・11); 
o最終的な貨物リフト (建屋#11); 

 ロット2: 
o約25台のリフティング設備がITERサイトに分散しており、特に以下のものがある。 

 60 t移動式ガントリークレーン(建屋#17、バッテリー駆動); 
 20 tスクリューリフト (建屋#22); 
 200 t/50 tガントリークレーン (建屋#56);  

oテスト負荷システム (分割可能な重りとアクセサリーを備えた80 tクレードル) 。 
業務開始時には、約30台のリフティング設備が稼働・維持され、14の建屋またはエリアに分散されま

す。契約期間中、この台数は約45台に増加します (基本的にはロット2の範囲内) 。 
 
2 リフティング設備保守 
保守には、計画保守と計画外保守の両方が含まれるものとします。契約者は、製造業者の保守マニュアルに

従って保守を実施し、適用される規格ISO 23815-1およびISO 9927-1に最低限準拠するものとします。 
 
2.3 リフティング設備の運転 (オプション) 
契約者は、適切に (恒久的またはオンデマンドベースで) リフティング作業を監督する有資格のクレーン指

示者の支援を含む本契約に基づいて、恒久的なリフティング設備を運転する有資格者及び経験者を提供する

よう求められます。 
 
4 追加作業 
IOは、マシンの組み立てとプラントの運転をサポートするために、リフティング作業の範囲内でタスク要求

を発行できます。IOは、新しいリフティング設備の供給と取り付け、既存の装置の修正または改修、または

リフティング設備用アクセサリーの調達を契約者に依頼することができます。  
 
5 横断的タスク 
契約に基づいて提供される業務には、次の横断的なタスクが含まれます。 

 コンピュータ化された保守管理システムを使用した保守の管理とスケジューリング (保証のフォロ

ーアップと規制管理を含む); 
 スコープの進化の管理 (作業のフォローアップ、新しい機器の割り当て、技術リポジトリ管理); 
 予備部品管理; 
 規制監視、合成、分析、報告; 



 コールセンターおよびオンコール勤務業務。 
 
6 レポートと期待される成果物 
契約者は、予想される成果物として、特に以下のような運転保守文書を提供する責任を負います。 

 月次進捗レポート; 
 整備計画; 
 CMMSの保守レポート(規模のオーダー:12から30ワークオーダー/月); 
 予防保全・是正保全実施シート; 
 異常が報告された場合の診断報告; 
 インシデントまたは繰り返し発生した異常の場合の根本原因分析レポート; 
 保守ログ; 
 規制レジスターの更新。 

 
〇除外とインターフェイス 
契約者は、専用のサーキットブレーカー (付属) からの機器に対して責任を負います。 
クレーンが使用するレール (溶接またはボルト締め) は、契約者の範囲内です。クレーン走行ばりは建築構

造の一部であり、この契約の範囲には含まれません。 
 
〇契約種別 
必要な業務の全範囲を提供するために、ロットごとに1つずつ、2つの枠組み契約を想定しています。 
1人の入札者が両方のロットを落札した場合、ロットは1つの契約にまとめられます。フレームワーク契約

は、独立したエンジニアリング作業として意図されたタスクオーダーによって締結されます。枠組み契約の

署名は、いかなる意味においても、ITER機構に対し、その署名よりも先にタスクオーダーを通じた購入を進

める義務を意味するものではありません。タスクオーダーによる枠組み契約の履行のみがITER機構を拘束し

ます。契約者は、タスク仕様に従って、個々のタスクオーダーで要求された業務を実行するものとします。 
 
〇作業場所 
上記の説明を考慮すると、契約者のスタッフは、自分のオフィスとITERのサイトであるフランスのカダラッ

シュとの間でその活動を共有する権限を与えられることが想定されています。 
作業の90%から100%はサン・ポール・レ・デュランス (フランス) の現場で行われると推定されます。 
 
〇必要なスキルと経験 
ITER機構は、以下の専門知識の関連分野で上記の経験を発揮できる応募者を募集しています。 
応募者はさらに、(手続きの厳格さとトレーサビリティが重要な)原子力施設での経験があることを証明しな

ければなりません。 
応募者が実施する品質保証システムは、ITER品質保証プログラムの要求事項を満たす認証済の品質基準に基

づくものでなければなりません。 
タスクオーダー (TO) を満たすために必要なリソースは、契約運用フェーズの開始時に両方のロットを合わ



せたフルタイム換算 (FTE) で6から13に相当することが期待されます (クレーン運転オプションがリリース

された場合は13 FTE) 。 
トカマク組立てクレーンの重要性に関して、IOは高度に複雑なプログラミングタスクを管理するための候補

者の能力と経験豊富な自動化エンジニアと技術者(最低4 FTE)について特に注意を払っています。 
これらの特定のスキルとプロファイルは、クレーンソフトウェアの進化、業務履行の要求および問題のある

リフティング作業の支援・トラブルシューティングを適切に対処可能なことが求められます。 
 
〇契約期間 
枠組み契約は2023年の9月に開始される計画です。本契約はおよそ３か月の立ち上げフェーズから始まっ

て、４年の運転フェーズがその後に続きます。立ち上げフェーズ期間中、契約者は現在リフティング機器の

運転と保守に携わっている企業から業務を完全に引き継いで、運転フェーズに十分に備えることが期待され

ます。 
 
〇概略日程 
概略日程は以下の通りです： 
マイルストーン 暫定日程 

事前審査の発行 2022年 9月 

入札発行 2022年 12月 

契約授与 2023年 6月 

立ち上げフェーズのスタート 2023年 9月 1日 

運転フェーズのスタート 2023年 12月 1日 

契約終了日時（固定部分） 2027年 11月 30日 

 

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。 
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。 
 
コンソーシアムの団体は事前審査の段階で公表されます。入札者の構成は、事前審査後 ITER 機構の

許可なく変更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（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「Service Framework Contract for the Operation and 



Maintenance of Lifting and Handling equipment」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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To: Domestic Agencies 

 
 
 
  
 
Reference: IO/22/CFT/70000901/FMR  
 
Subject: Call for Nominations –  Operation and Maintenance of Lifting and Handling equipment 
Framework Contract 
 
 
Dear Colleagues,  
 

The ITER Organization invites the Domestic Agencies to nominate companies, institutions or other 
entities that are capable to supply Operation and Maintenance of Lifting and Handling equipment 
Framework Contract. 

 

Please find attached a description of the planned procurement.  

 
The potential candidates should have a recognized level of expertise, competence and references in 
the field mentioned above. The ITER Organization will invite them to prequalify.  
 
If you can nominate suitable potential candidates, please provide us with their contact details using 
the attached Excel template.  
 
Please send your proposals by e-mail to floriane.moynier@iter.org by Monday 12 December 2022 
at the latest.  
 
Yours faithfully, 
 

 

Floriane Moynier 
Procurement Construction Assembly Logistics 
 
 
Enc: 

- Nominations template 
- Summary Technical Specifications 



TECHNICAL SUMMARY
Service Framework Contract for the Operation and 

Maintenance of Lifting and Handling equipment

1. Purpose
ITER is a joint international research and development project aiming to demonstrate the scientific 
and technological feasibility of fusion power for peaceful purposes. The seven members of the 
ITER Organization are: The European Union (represented by EURATOM), Japan, the People’s 
Republic of China, India, the Republic of Korea, the Russian Federation and the USA. The ITER 
Organization is located in Saint Paul lez Durance – France. Further information is available on the 
ITER website: http://www.iter.org. 

The assembly of the ITER machine is currently ongoing on the ITER site, involving heavy and 
complex lifting activities using overhead cranes of up to 750t.
Several auxiliary buildings are already in operation, including lifting equipment used mainly for 
maintenance purpose.

The Purpose of this document is to provide a summary description of the technical requirements of 
the ITER Organization (IO) associated with a future framework contract, which will be divided in 
two different Lots:

 Lot 1: Operation and Maintenance of Tokamak Assembly lifting equipment;
 Lot 2: Operation and Maintenance of other lifting equipment.

This document shall apply to the Call for Nomination to be issued by the ITER Organization to the 
ITER Domestic Agencies.  
This document is not the final specifications for the future framework contract, which will contain 
more detailed requirements.

2. Scope 
2.1 Services
The services to provide are intended to support the IO in the Operation & Maintenance of lifting 
equipment installed on the ITER Site, to ensure that the required performance standards, quality 
levels and other work requirements are achieved. 
For this purpose, the Contractor shall be responsible for providing a complete engineering and 
management solution including: 

 Labor and other personnel with appropriate skills, technical and management expertise, 
 Materials, spare parts, plant, tools, transport, handling & access means, test instruments, 

chemicals, lubricants and other sundry materials.

The services provided under both lots broadly include the following groups of activities:

http://www.iter.org/


1. Lifting equipment maintenance (overhead cranes, gantry cranes and monorails);
2. Lifting equipment operation (optional);
3. Additional works (supply & installation of new lifting equipment, 

modification/refurbishment of existing ones, procurement of lifting accessories);
4. Transversal tasks (call center, on-call duty, Computerized Maintenance Management 

System, coordination, spare parts management, regulatory checks…).

Each lot will include a specific set of equipment listed below (non-exhaustive):

 Lot 1:
o 750t and 50t overhead cranes (Building #13);
o Dual Cranes Heavy Lifting Beam (Building #13);
o Maintenance hoists (Building #13 and 11);
o Definitive Cargo lift (Building #11);

 Lot 2:
o Around 25 lifting devices distributed over the ITER Site, with in particular:

 60t mobile gantry crane (Building #17, powered with batteries);
 20t screw lift (Building #22);
 200t/50t gantry crane (Building #56);

o Test load system (80t cradle with dividable weights and accessories).

At the start of the services, there will be around 30 lifting devices to operate and maintain, 
distributed over 14 buildings or areas. Throughout the lifetime of the contract, this number will 
increase to approximately 45 devices (essentially within Lot 2 scope). 

2.2 Lifting equipment maintenance
The maintenance shall include both planned and unplanned maintenance. The Contractor shall 
perform the maintenance in accordance with the Manufacturer maintenance manual and shall 
comply as a minimum with the applicable standards ISO 23815-1 and ISO 9927-1.

2.3 Operation of lifting equipment (optional)
The Contractor can be requested to provide (on a permanent or on-demand basis) Suitably 
Qualified and Experienced Persons to operate the permanent lifting equipment under this Contract, 
including the support of a qualified banksman to supervise lifting operations.

2.4 Additional works
The IO could issue Task requests in the scope of lifting activities to support Machine assembly and 
Plants operation. IO could ask the Contractor to supply & install new lifting equipment, modify or 
refurbish existing equipment or procure lifting accessories. 

2.5 Transversal tasks 
The services to be provided under the contract include the following transversal tasks: 

 Management and scheduling of maintenance (including warranty follow-up and 
regulatory control), using computerized maintenance management system;

 Management of scope evolution (works follow-up, appropriation of new equipment, 



technical repository management);
 Spare parts management;
 Regulation watch, synthesis, analysis, reporting;
 Call center and on-call duty service.

2.6 Reporting and expected deliverables 
The Contractor will be responsible of supplying operation and maintenance documents as expected 
deliverables, in particular: 

 Monthly progress reports; 
 Maintenance Plan;
 Maintenance reports in the CMMS (order of magnitude: 12 to 30 work orders per month); 
 Preventive and corrective maintenance implementation sheets;
 Diagnosis reports in case of reported anomaly;
 Root Cause Analysis reports in case of incident or repeated anomalies;
 Maintenance logbooks; 
 Regulatory registers update.

3. Exclusions and interfaces 
The Contractor is responsible of the equipment from its dedicated circuit breaker (included).
The rails (welded or bolted) used by the cranes are in the scope of the Contractor. The runway 
beams are part of the building structure and not included in the scope of this contract.
 

4. Contract type
Two framework contracts are envisaged, one for each Lot, in order to provide the full range of 
services required. In case one bidder is awarded both Lots, the Lots will be combined in one single 
contract. The framework contract will be implemented by means of Task Orders, intended as a self 
standing engineering activity. The signature of the Framework Contract shall not imply, in any 
way, any obligation on the ITER Organization to proceed with any purchase through Task Orders 
further to its signature. Only implementation of the Framework Contract through Task Orders shall 
be binding on the ITER Organization. The Contractor shall execute the Services requested in each 
individual Task Order, in accordance with the task specification. 

5. Work location 

Considering the above description, it is envisaged that the Contractors staff will be authorized to 
share his activities between his own offices and the ITER site, Cadarache, France. It is estimated 
that 90% to 100% of the task will be performed on-site in Saint Paul lez Durance (France). 
 



6. Required skills and experience
The ITER Organization is looking for applicants able to demonstrate experience in the areas of 
expertise listed above. 
The applicants shall in addition demonstrate experience in nuclear installations (where procedural 
rigor and traceability is of key importance). 
The quality assurance system implemented by the applicants shall be based on a recognized quality 
standard meeting the ITER Quality Assurance Program requirements. 
It is expected that the resource required fulfilling the Task Orders (TO) will be equivalent to 6 to 
13 Full Time Equivalent (FTE) for both Lots combined (13 FTE if cranes operation option is 
released) at the beginning of the Contract Operational Phase. 
Regarding criticality of Tokamak Assembly cranes, the IO pays a particular attention to the 
capabilities of the Candidates to manage highly complex programming tasks with qualified and 
experienced Automation engineers and technicians (4 FTE min.). These particular skills and 
profiles are requested to ensure crane software evolution, support on call duty service and 
assist/troubleshoot critical lifts.

7. Duration of the Contract 
The Framework contract is scheduled to come into force in September 2023. The contract shall 
start with a ramp-up phase of approximately 3 months, followed by an operational phase of 4 years. 
During the ramp-up phase, the Contractor is expected to prepare for the operational phase in order 
to be fully ready to take over the services from the company currently in charge of the operation 
and maintenance of lifting equipment. 
The Contract will include two optional extensions of 1 year each. 
 

8.  Timetable
The tentative timetable is as follows: 

 Prequalification issuance: September 2022  
 Call for tender issuance: December 2022 
 Award: June 2023 
 Start of ramp-up phase: 1 September 2023 
 Start of operational phase: 1 December 2023 
 Contract end date (firm part): 30 November 2027 

 

9.  Candidature
 Participation is open to all companies established in an ITER Member State. A consortium may be 
a permanent, legally – established grouping or a grouping, which has been constituted informally – 
but formalized with engagement letters – for a specific tender procedure. 
 
The consortia shall be presented at the prequalification stage, where they will be assessed as a 
whole. Consortia cannot be modified later without the prior 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. 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.



COMPANY NAME WEB SITE link POSTAL ADDRESS POST CODE CITY COUNTRY CONTACT PERSON PHONE E-MAIL COMPANY
INFORMATION (if any)

Nominating Domestic Agency:
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