
外部委託業者の募集

References: IO/22/CFT/70000873/GDK 
“Diagnostic Instrumentation & Control Activities Framework Contract " 
（計測機器と制御作業の枠組み契約）

IO 締め切り 2022 年 9 月 14 日(水) 

〇目的

本枠組み契約は、計測システムのすべての計器&コントロール (I&C) 設計ライフサイクル作業を完了

するために使用されます。

- プラント系統 I&C 設計活動 (事前デザインレビュー (PDR) 及び最終デザインレビュー

(FDR) )
- 詳細な I&C 設計活動 (製造準備レビュー (MRR) )
- キュービクル製造

- ソフトウェア開発

- プラント I&C テスト (工場受入テスト (FAT) )
- 試運転支援

この枠組み契約は主に IO ベースのシステムに焦点を当てていますが、国内代理店 (DA) 関連の I&C
活動のフォローアップとレビューの活動も含まれます。授与された契約者によって提供されるすべて

の I&C 開発サービスは、プラント制御設計ハンドブック (PCDH) 、サテライトドキュメント、およ

び特定の計測 I&C ガイドラインのガイドラインの範囲内にあります。この枠組み契約は、個別のタス

クオーダーで実行されることになります。

〇背景

ITER I&C システムは、ITER 装置を作動させるために必要で完全な制御システム、インターロック

システム及び安全システムから構成されます。ITER I&C システムには、中央調整システムと局所プ

ラントシステムの 2 つの層があります。中央システムは、ITER 機構 (IO) によって調達された 「資

金内調達」 です。

一方、プラントシステムは 「現物調達」 であり、ITER の 7 つの国内機関または IO が直接調達し

ています。170 以上のプラントシステムがあると予想されます。プラントシステムの統合と保守性を

確保するために、計装と制御が標準化の対象となっています。IO は、プラント制御デザイン制御ハン

ドブック (PCDH) と呼ばれる I&C の設計に役立つ一連のドキュメントを公開しています。 
プラントシステム I&C 高速コントローラの選択に関するガイドラインとカタログを提供しながら相互

接続しシステムの必須ルールを定義します。

ITER は、機械の運転、保護、プラズマ制御及び物理研究のための要件を満たすために広範な計測を

必要とする。これらのシステムの実現は過酷な環境と原子力要件だけでなく、プラントシステムの計

装と制御 (I&C) に関しても、かなりの課題があります。計測プラントの I&C システムの多くは、多

数の高性能高速コントローラを必要とします。

計測プラント I&C の開発のための一般的なアプローチは、ITER 標準及び方法論に基づくガイドライ



ンに文書化されています。 
 
〇作業範囲 
IO ベースのプラント I&C システムの場合: 

1) プラントシステム I/C 設計活動(CDR、PDR、および FDR) 
a. 計測ガイドラインに従い、IO から提供された入力に従って、プラントシステム I&C 設計を

完全に開発します。 
b. さまざまなゲートレビューへの I&C 設計ステータスの提示 (CDR、PDR、FDR) 
c. システムの CODAC 統合性について IO システム TRO にアドバイスします。 
d. 必要な I&C プロトタイプ作業を実行します。 

2) 詳細な I&C 設計活動 (MRR) 
a. MRR に必要な詳細設計作業を作成します。 
b. SEE electrical Expert ツールを使用して、小部屋の配線図の編集を調整します。 

3) キュービクル製造 
a. 小部屋アセンブリを準備します。 
b. I&C キュービクルに設置するすべてのハードウェア機器を調達するために IO をサポートし

ます。 
c. 国際的なガイドラインとフランスの標準 NFC-15-100 に従って、すべてのコンポーネントを

I&C キュービクルに取り付けて接続します。 
d. 必要なコンポーネントテストを実行して実行します。 

4) ソフトウェア開発 
a. ソフトウェア開発計画を作成します。 
b. CODAC ガイドラインに従って、すべてのソフトウェアとファームウェアを実装します。 
c. すべてのソフトウェアをデバッグします。 

5) プラント I&C テスト (FAT) 
a. 関連するすべてのテスト手順を含むシステムテスト計画を作成します。 
b. FAT に必要なすべてのテストを実行します。 
c. テストの結果に従って、設計をデバッグおよびアップグレードします。 

6) 試運転支援 
a. IO チームによる試運転テストの実行を支援します。 
b. テストの結果に従って設計をデバッグおよびアップグレードします。 
c. IO チームによるシステムの運用を支援 

DA システムの場合: 
1) DA ベースの I&C 文書のレビュー (I&C 設計レビュー時の議長または I&C 専門家としての参加

を含む) 
2) DA on IO 要求に対する一般的なソリューションの実装 
3) DA ベースの I&C Cubicle (ハードウェアおよびソフトウェア) の検査のための IO の支援 
4) IO チームの運用と試運転の支援 



一般的なサポート: 
1) D 1 CBS レベルの機能を開発する 
2) 複数の計測で使用する共通ソリューションの開発 
3) 計測システムの CODAC への統合による IO チームの支援 
このフレームワーク契約で開発される IO ベースのシステムは、次のとおりです。 

（詳細は英文技術仕様書の表を参照ください） 
 
INB-174 のようなフランスの原子力規制は、ITER 施設に適用されます。ITER は、 
以下のような作業をする契約者を必要としています: 

-すべての設計活動と一部のプロトタイプ活動のための契約者の通常の事業所 
-ITER コーベリー建屋:ほとんどのプロトタイプ活動、キュービクルの組み立て、テスト用 
-試運転及び運転支援のための ITER 作業現場。 

 
〇経験 
候補者は、次の事項に関する経験を有するものとします。 

 候補者は、大規模または複雑な計装プロジェクトの設計、正式なシステムエンジニアリング

方法論、および正式なシステムエンジニアリング方法論を使用した制御プロジェクトの経験

を有するものとします。 
 候補者は、それらの製造、テストおよびバリデーションの経験を有するものとします。 
 デバッグ SW を含むシステム。 
 候補者は、これらのシステムのコミッショニングおよび統合活動の経験を有するものとしま

す。 
 候補者は、上記を実証する最近の参照プロジェクトを提供できる必要があります。 
 候補者は、以下の専門分野における技術的能力を有すること。 
 コンピュータプログラミング言語 (例:C/C++、Python、Java、aso ...) 
 Linux ベースの計装および制御システム。 
 EPICS/CODAC ソフトウェアツールおよびアプリケーション。 
 電気工学(EMC、放射線、磁界保護、および関連する国際規格) 

 
〇期間 
当初の確定期間は 4 年、任意の期間は 2 年です。この契約は 2023 年第一四半期に発効する予定で

す。 
 
〇概略日程 
マイルストーン 暫定日程 

外部委託の連絡 2022年第 3Q 

事前審査のリリース 2022年 11月 

入札募集リリース 2023年 2月 



入札授与予定 2023年 8月 

契約調印予定 2023年 9月 

契約開始予定 2023年 9月 

〇契約期間 
予定される契約期間は最初の固定期間４年と、オプショナル期間が２年です。契約は2023年の9月に施行さ

れる計画です。 
 
〇必要経験  
入札者は、IO の技術上の要件に従って 期待されるサービスを提供する業務の実施についての知識、

経験及び能力を証明しなければなりません。ITER の作業言語は英語であり、流暢な専門レベル (話
し言葉と書き言葉) が要求されます。 

 
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、常任の法的に確立された団体または特定の入札手順のために非公式に

構成された団体であってもかまいません。 

コンソーシアムのすべての委員（例：リーダー及び他の委員）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（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。         

 

入札者は、有効なAriba Networkアカウントを持ち、入札に参加するためにIO IPROCデジタルシステムに登録

する必要があります。 

 

〇参照 

ITER機構の調達に関する詳細情報、及びAriba Network及びI-PROCへの登録へのリンクについては、次のサイ

トを参照してください。 

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

                                                                                                                                   
【※ 詳しくは添付の英語版技術仕様書「Diagnostic Instrumentation & Control Activities」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
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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Technical summary

Framework Contract for Diagnostic Instrumentation & Control Activities

CFT-70000873-GDK

1. Purpose

The Framework Contract will be used to complete all Instrument & Control (I&C) design 
lifecycle activities for the Diagnostic systems:

- Plant system I&C design activities (Preliminary Design Review (PDR) and Final 
Design Review (FDR))

- Detailed I&C design activities ( for Manufacturing Readiness Review (MRR))
- Cubicle Manufacturing
- Software development
- Plant I&C testing ( Factory Acceptance Test (FAT))
- Support for Commissioning and Operation

The Framework Contract will mostly focus on IO based systems but will also include 
activities to follow-up and review Domestic Agencies (DA) related I&C activities.  All I&C 
development services rendered by the awarded Contractor are within the guidelines of the 
Plant Control Design Handbook (PCDH), satellite documents and specific Diagnostic I&C 
guidelines. This Framework Contract is intended to be executed with separate Task Orders. 

2. Background

ITER I&C System comprise the complete control, interlock and safety systems required to 
operate the ITER device. ITER I&C system has two layers, central coordination and local 
plant systems. The central systems are “in-fund”, i.e. procured by ITER Organization (IO), 
while plant systems are “in-kind”, i.e. procured by the seven ITER Domestic Agencies or by 
IO directly. It is expected there will be more than 170 plant systems. In order to ensure 
integration and maintainability, the instrumentation and control of plant systems are subject 
for standardization. The IO has published a set of documents to help the design of the I&C, 
called the Plant Control Design Handbook (PCDH). It defines mandatory rules for the system 
interconnect while providing guidelines and catalogues for the choice of the plant system I&C 
fast controllers. 

ITER requires extensive diagnostics to meet the requirements for machine operation, 
protection, plasma control and physics studies. The realization of these systems is a 
considerable challenge, not only because of the harsh environment and the nuclear 
requirements but also with respect to plant system Instrumentation and Control (I&C). Most 
of the diagnostics plant I&C systems will require a large number of high performance fast 
controllers. 
A common approach for the development for diagnostics plant I&C is documented in a 
guideline, which is based on the ITER standards and methodologies.
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3. Scope of work 

For IO based Plant I&C systems: 

1) Plant system I&C design activities ( CDR, PDR and FDR)
a. Develop fully the Plant systems I&C design following Diagnostic guideline 

and according to the inputs provided by IO.
b. Present the I&C design status to the various Gate reviews ( CDR, PDR, FDR) 
c. Advise IO System TRO on CODAC integrality of their system.
d. Perform the necessary I&C prototype activities .

2) Detailed I&C design activities ( for MRR)
a. Develop the detail design activities required for MRR .
b. Coordinate the cubicle wiring diagrams editing with SEE electrical Expert tool.

3) Cubicle Manufacturing
a. Prepare the cubicle assembly.
b. Support IO to procure all HW equipment to be installed in the I&C cubicles.
c. Mount and connect all components in the I&C cubicle according to the 

international guidelines and French standard NFC-15-100.
d. Perform and execute the necessary component tests.

4) Software development
a. Prepare the Software development plan. 
b. Implement all software and Firmware according to the CODAC guidelines.
c. Debug all Software.

5) Plant I&C testing ( FAT)
a. Develop the System test plan with all associated test procedures.
b. Run all test required for FAT.
c. Debug and upgrade the Design following the results of the tests.

6) Support for Commissioning and Operation
a. Assist IO team to execute Commissioning tests.
b. Debug and upgrade the Design following the results of the tests 
c. Assist IO team to operate the systems 

For DA systems : 
1) Review of DA based I&C documentation (including participation as chairman or I&C 

expert during I&C design review)
2) Implement common solutions for the DA on IO request 
3) Assist  IO for the inspection of DA based I&C Cubicle ( Hardware & Software )
4) Assist IO team for Operation and commissioning

General Support : 
1) Develop the D1 CBS level functionalities
2) Develop common solutions to be used by several diagnostic
3) Assist IO teams with the integration of Diagnostic system into CODAC

IO based systems that will be developed with this Framework contract are: 
IO system Current maturity Number of Cubicle
55.A8 - FOCS CDR 2
55.B9 - Lost Alpha Monitor Pre-CDR 3
55.BE: Tangential Neutron Spectrometer Pre-CDR 3

https://user.iter.org/?uid=49H5ZQ
https://user.iter.org/?uid=3QEJQL
https://user.iter.org/?uid=EH26GN
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55.BV - In Vessel Neutron Calibration CDR 1
55.E6 - Visible Spectroscopy Reference 
System (VSRS)

PDR 5

55.EE - Hard X-ray Monitor FDR 1
55.FA - Density Interferometer Polarimeter 
(DIP)

FDR 5

55.G2 - Target Thermocouples PDR 3
55.G3.50 – Pressure Gauges Temporary PDR 2
55.G8 - Erosion Monitor CDR 3
55.G9 - Dust Monitor CDR 4
55.GC - Tritium Monitor CDR 2
55.GE - Divertor Flow Monitor CDR 2
55.GG:Calorimetry Pre-CDR tbd

French nuclear regulations such as INB-174 apply to the ITER facility. ITER require the 
awarded contractor to perform the work on : 

- contractor’s usual place of business for all design activities and some prototype 
activities

- ITER Corbieres Building for most prototype activities, cubicle assembly and testing
- ITER Worksite for commissioning and operation support. 

4. Timetable

The tentative timetable is as follows:

Call for Nomination Q3-2022

Release of Prequalification November 2022

Release of Call for Tender February 2023

Indicative award date August 2023

Indicative Contract signature September 2023

Indicative Contract start date September 2023

5. Required Experience

The candidates should have proven experience in the following areas:

 The candidates shall have experience in design, formal system engineering 
methodology of large or complex instrumentation and control projects using formal 
system engineering methodologies 

 The candidate shall have experience in manufacturing, testing, and validation of those 
systems including debugging SW.

 The candidate shall have experience in commissioning and integration activities of 
those systems.

https://user.iter.org/?uid=TF5B69
https://user.iter.org/?uid=3Q7CDZ
https://user.iter.org/?uid=3Q7CDZ
https://user.iter.org/?uid=3Q92RD
https://user.iter.org/?uid=3QA6VK
https://user.iter.org/?uid=3QA6VK
https://user.iter.org/?uid=3QHAMC
https://user.iter.org/?uid=WMDVY9
https://user.iter.org/?uid=3QFUEB
https://user.iter.org/?uid=3QDVBD
https://user.iter.org/?uid=3QHUKZ
https://user.iter.org/?uid=EHWBZN
https://user.iter.org/?uid=U44MRK
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 The candidate will have to be able to provide recent reference projects demonstrating 
the above.

The candidates should have the technical capability in the below fields of expertise
 Computer programming language, e.g. C/C++, Python, Java, aso...
 Linux-based instrumentation and control systems.
 EPICS /CODAC software tools and applications.
 Electrical engineering (EMC, radiation and magnetic field protection and related 

international standards) 

6. Duration of services

The Contract will be carried out over an initial firm period of four (4) years and an 
optional period of two (2) years. The Contract is scheduled to come into force in 
September 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. 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. 
Bidders will have to be hold an active Ariba Network account and be registered with IO I-
PROC digital system to be able to participate to the tender.  

8. Reference

Further information on the ITER Organization procurement and link to registration to 
Ariba Network and I-PROC can be found at:
http://www.iter.org/org/team/adm/proc/overview

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


COMPANY NAME WEB SITE link POSTAL ADDRESS POST CODE CITY COUNTRY CONTACT PERSON PHONE E-MAIL ARIBA SUPPLIER
ID

COMPANY
INFORMATION (if any)

Nominating Domestic Agency:

Template form - ITER_D_3LUGT2 V1.2 - List - Nominating DA 


	482_Summary_CFT_70000873_GDK
	HP3_巻頭
	HP3_7635_JPK_ベンチュリ管流量計.pdf
	HP3_7635_JPK.pdf
	HP3-.pdf



	Tech Summary Diagnostic_Instrumentation_and_Control_Activities
	List Nomination DA_JA
	IO_ListNomination




