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〇目的 
この枠組み契約は、レーザー、マイクロ波、UV、X 線計測のエンジニアリングサービスを提供するた

めのものです。必要とされるエンジニアリングサービスには、ファーストプラズマ計測及び第二フェ

ーズの計測のための設計、製造及び製造作業の監督業務が含まれます。 
 
〇作業範囲 
計測システムは ITER の正常で安全な運転のために重要です。これらは、長期間にわたってプラズマ

性能を観測、監視、維持する手段となります。 
これらは、機械の保護および制御に必要であり、ならびに物理学研究に必要な測定を含む、プラズマ

の挙動および性能の正確な測定に不可欠です。 
合計で約 60 の計測システムが ITER に設置されます。この中で、ITER の第一段階の基礎となるレー

ザー・マイクロ波システムと、計測・ポートプラグ事業部の LAMS・VUVX グループがそれぞれ担当

する X 線・UV システムの 2 つのシステムを対象としています。 
LAMS と VUVX グループのスコープは全部で 20 のシステムをカバーしており、ファーストプラズ

マ、セカンドプラズマ、重水素-トリチウムプラズマ相での運転開始に向けて様々なステージのシステ

ムが準備されています。 
これら 2 つのグループのシステムは、機械の保護と制御のために、次のような重要な測定値を提供し

ます。 
 不純物モニタリング; 
 電子温度及び密度分布測定; 
 崩壊の前兆の存在; 
 暴走電子の電流とエネルギー; 
 現在のプロファイル; 
 放射電力。 

計測システムは、機能仕様に従って ITER 国内機関 (DA) から現物で調達されるか、又は ITER 機構

が概念設計から調達までの全責任を負います。本契約の目的は、ITER-LAMS (レーザーおよびマイク

ロ波システム) および VUVX (真空 UV および X 線システム) 計測チームを、次の業務について支援

することです。。 
 プロジェクト管理; 
 インターフェースの定義とフォローアップ、統合、要件; 
 システム製造プロセスのフォローアップ; 
 システム設置及び ITER への統合のフォローアップ; 



 試作品の製作・組立; 
 構成部品と組立品を少量ずつ供給。 

これには、プロジェクトライフサイクルのマイルストーンを考慮したドキュメントの準備、ITER ド

キュメントとプロジェクトライフサイクル管理システム (IDM と PLM) のインターフェースフォロ

ーアップが含まれます。 
DA 又は ITER 機構のいずれかの範囲内にある計測に関する契約者の作業は、以下（のみに制限され

たものではありませんが）が含まれます。 
1. 設計開発・調達段階での監督 

a. 技術文書のレビュー、 
b. 利害関係者とのレビュー・進捗会議の開催とフォローアップ. 

2. インターフェースの開発とフォローアップ; 
3. 計測システムのリスク同定の支援; 
4. システムの受入準備・管理(工場受入、現場受入); 
5. ITER における設置の準備と管理; 
6. システムの試運転の準備と管理; 
7. システムの運用計画の作成・管理; 
8. 保守作業の準備と管理。 

ITER 機構の範囲内における計測に関する契約者の作業は、上記の作業に加えて、以下の作業があり

ます。 
9. コンセプトから製造準備までの設計開発; 
10. プロトタイピングの定義、製造、テスト; 
11. 調達の準備・管理 

a. 技術仕様書の作成 
b. 社内での少量生産・組立. 
c. 調達契約のフォローアップ。 

作業の一部は、遠隔( 上記[1.-4.] または[9-11.]) 又は ITER のオンサイト(上記 4~8)で行われます。 
 
〇専門分野 
専門分野 
業務に十分な経験を有する職員を選んでください。ほとんどの場合、トカマクや原子力工学の経験が

望まれます。 
対象となる専門分野は次の通りです。 

 システムエンジニアリング、インターフェース定義、プロトタイピングおよび製造、受け入

れテスト、設置、試運転、計測システムの文書化; 
 真空物理学、機械設計工学および解析、設計工学、電磁解析、熱機械学、油圧、光学、画像

処理の専門知識を含む、センサーからデータ解析までの問題をカバーする能力を持つ一般的

な計測物理学、エンジニアリング、設計および開発; 
 トムソン散乱システム、干渉計、偏光計、放射計、反射計などの光学およびマイクロ波計測



物理学、工学、設計、開発および統合; 
 分光計測物理学、工学、設計、開発、統合-レーザー誘起蛍光法、真空紫外分光法、X 線イメ

ージング、X 線分光法、硬 X 線モニタリングなど; 
 ワークサイトの調整を含む、技術的で複雑な環境でのプロジェクト管理。 

 
〇経験 
候補者は、次の事項に関する経験を有する職員とします。 

 正式なシステムエンジニアリング手法を使用した大規模または複雑な計測プロジェクトの設

計、正式なシステムエンジニアリング手法; 
 これらのシステムの製造、テスト、および検証; 
 これらのシステムの試運転と統合作業。 

 
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 8月 

事前審査のリリース 2022年 9月 

入札募集リリース 2023年 1月 

入札授与予定 2023年 4月 

契約調印予定 2023年 5月 

契約開始予定 2023年 5月 

〇契約期間 
予定される契約期間は40週です。 
 
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「Framework Contract for Diagnostics engineering services 
for design, manufacturing and construction」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

Diagnostics engineering services for design, 
manufacturing and construction

1 Purpose
This framework contract is for the provision of engineering services for laser, microwave, UV 
and X-Ray diagnostics. The needed engineering services include the supervision of design, 
fabrication and manufacturing activities for the first plasma diagnostics and second phase 
diagnostics. 

2 Scope
Diagnostic systems are critical to the successful and safe operation of ITER. They provide the 
means to observe, monitor and maintain plasma performance over extended periods of time.
They provide accurate measurements of plasma behaviour and performance, including those 
required for machine protection and control, as well as measurements required for physics 
studies. 
In total, about 60 diagnostic systems will be installed on ITER. Of these, two groups of systems 
are covered by this scope, both being fundamental to the first phase of ITER: lasers and 
microwave systems and X-ray and UV systems managed respectively by the LAMS and 
VUVX groups of the diagnostic and Port plug Division. 
The scopes of the LAMS and VUVX groups cover a total of 20 systems, with systems in 
various stages readiness aimed for a start of operation at first plasma, second plasma or 
Deuterium-Tritium plasma phase.
The systems in these two groups provide crucial measurements for the protection and control 
of the machine, such as:

 Impurity monitoring;
 Electron temperature and density profile measurement;
 Presence of disruption precursors;
 Current and energy of Runaway electron;
 Current profile;
 Radiated power.

Diagnostic systems are either procured in kind from the ITER Domestic Agencies (DAs) 
according to functional specifications, or the ITER Organization has full responsibility from 
conceptual design to procurement. The objective of this contract is to support the ITER 
diagnostic teams of LAMS (Laser and microwave systems) and VUVX (Vacuum UV and X-
Ray systems) groups in:

 Project management;
 Definition and follow-up of interfaces, integration and requirements;
 Follow-up of the system manufacturing process;
 Follow-up of the system installation and their integration into ITER;
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 Production and assembly of prototypes;
 Supply of components and assemblies in small series.

It includes documentation preparation in view of projects lifecycle milestones, and interface 
tracking in ITER Documentation and Project lifecycle management systems (IDM and PLM).

The contractor's work on diagnostics which are either within the scope of the DAs or ITER 
Organization will consist, but not exclusively, in:

1. Supervision during design development and procurement phases,
a. Review of technical documents,
b. Organisation and follow-up of review and progress meetings with stakeholders;

2. Interfaces development and follow-up;
3. Support for the identification of risk for the diagnostic systems;
4. Preparation and management of acceptance of the systems (factory acceptance, site 

acceptance);
5. Preparation and management of installation in ITER;
6. Preparation and management of commissioning of the systems;
7. Preparation and management of operation plans of the systems;
8. Preparation and management of maintenance activities.

The contractor’s work on diagnostics within the ITER Organization scope will consist, in 
addition to the above activities, in:

9. Design development from concept to manufacture readiness;
10. Prototyping definition, production, and tests;
11. Preparation and management of procurement,

a. Preparation of Technical Specifications,
b. In-house small series production and assembly;
c. Follow-up of procurement contracts.

Part of the activities will be done remotely (like points [1.;4.] or [9.; 11.] above) or on ITER 
site (like points 4. to 8.).

3 Area of expertise
The company shall allocate personnel with adequate experience for the work. Experience in 
Tokamaks and/or Nuclear Engineering is desirable in most cases.

The specific areas of expertise to be covered are:
 System engineering, interface definition, prototyping and manufacturing, acceptance 

testing, installation, commissioning, and documentation of diagnostic systems;
 General diagnostics physics, engineering, design and development with ability to cover 

issues from sensor to data analysis, including expertise in vacuum-physics, mechanical 
design engineering and analysis, design engineering, electromagnetic analysis, thermo-
mechanics, hydraulics, optics, image-processing;

 Optical and microwave diagnostics physics, engineering, design, development and 
integration – including Thomson scattering systems, Interferometers, Polarimeters, 
radiometers and reflectometers;

 Spectroscopic diagnostics physics, engineering, design, development and integration –
including laser induced fluorescence, Vacuum-Ultra-Violet spectroscopy, X-ray 
imaging, X-ray spectroscopy, hard X-ray monitoring;
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 Project management in a technical and complex environment, including wok site 
coordination.

4 Experience
The candidates shall have experience in:

 Design, formal system engineering methodology of large or complex diagnostics 
projects using formal system engineering methodologies;

 Manufacturing, testing, and validation of those systems;
 Commissioning and integration activities of those systems.

5 Estimated Duration
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 expected to come into force in the first quarter of 2023.

6 Indicative Timetable
The below table presents an indicative timetable aiming at the start of contract in the first half 
of 2023.

Milestone Date
Call for Nomination August 2022 
Release of Prequalification September 2022 
Release of Call for Tender January 2023 
Indicative award date April 2023 
Indicative Contract signature  May 2023 
Indicative Contract start date May 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.   
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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 
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