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〇目的 
契約の目的は、B 71-N の主制御室 (MCR) に必要な家具を供給、設置してオペレータが ITER 装置

を効率的に運転できるようにすることです。 
さらに、ITER の主制御室設備である B 71-N における他のエリア(オフィス、受付エリア)に必要な家

具を供給することも本契約の範囲に含まれます。 
 
〇背景 
ITER は現在建設が行われている国際共同研究開発プロジェクトです。このプロジェクトは、平和目

的の核融合発電の科学的および技術的な実現可能性を実証することを目的としています。 
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。 
 ITER 機構本部、建設現場を含む。現在、施設は建設を完了し、同時に一部の支援システムの試運転

と運用を開始しています。B 71-N (71 N 建屋) が機械の制御・操作の中心となります。(MCR) の主

制御室施設は B 71-N の一部となり、現在建設中で、2023 年末までに稼働する予定です。 
 
〇作業範囲 
ITER 機構 B 71-N の主制御室 (MCR) 及びその他のエリアに必要な家具を供給範囲とします。 
 
付属家具: 
主制御室の場合 

 デスク (毎日 24 時間・週 7 日常時使用する合計 80 台の制御室コンソール) 
 椅子 (毎日 24 時間・週 7 日常時使用する合計 80 脚) 
 会議テーブル 
 収納家具及びその他の周辺家具の定義は次のとおりです。 

o ハドルミーティング用テーブル 
o 収納家具 

B 71-N の他のエリアの場合: 
以下のために必要な数量の家具: 

 会議室 
 受付 



 事務所 
 ロッカールーム 
 CODAC ワークショップ 
 ダイニングエリア 
 ラウンジ 
 ダイニングテラス 
 その他 

 
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 2022年 11月 

入札発行 2023年 1月 

契約授与 2023年 3月／4月 

 

〇経験  
本契約の供給者は、特に主制御室に必要な家具について、毎日 24 時間・週 7 日常時制御室で使用す

る質の高い家具が製造され供給されることについて留意しなければなりません。 
家具としての高い水準と機能性、デザインと技術的ニーズに対応するものである必要があります。 
 
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、個別に参加することも、コンソーシアムに参加することもできます。法人は、単独で又は共

同事業者として複数の申請又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。 
 
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「Supply of furniture needed in the 
Main Control Room (MCR) and other areas at B71- N」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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Supply of furniture needed in the Main Control 

Room (MCR) and other areas at B71- N 
 

 

Call for Nomination  
 
Purpose 

The purpose of the Contract(s) is to supply and installation of the furniture needed in the Main 

Control Room (MCR) at B71- N, by operators to efficiently operate the ITER machine. 

Additionally it is also scope of this contract to supply the additional furniture needed for other 

areas (offices, reception area) at the B71-N, the Main Control Room facility at ITER. 
 

Background 

ITER is a joint international research and development project for which construction 

activities are ongoing. The project aims 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 site is located in South East France, in the Bouches du Rhône district, close to the 

CEA Cadarache Centre (Saint-Paul-lès-Durance (13115) – France). It includes the 

Headquarters of the ITER Organization, and the construction worksite. Facilities are currently 

completing construction and simultaneously starting commissioning and operations of some 

of the supporting systems. The B71-N (Building 71N) will be the center for control and 

operation of the machine. The Main Control Room facility for the (MCR) will be part of B71-

N, and currently under construction and is expected to be operational by end of 2023. 

 

Scope of work  

The scope of the supply will cover the needed furniture for the Main Control Room (MCR) 

and furniture for other areas at B71-N of the ITER Organization.   

 

Furniture included: 

For the Main Control Room: 

 Desks (a total of 80 Control Room consoles for use in 24/7 operations)  

 Chairs (a total of 80 Chairs for 24/7 use) 

 Meeting tables  

 Storage furniture and other peripheral furniture as defined follows: 

o Huddle/meeting tables 

o Storage furniture 

For other areas of B71-N: 

Various quantities of furniture for: 

 Meeting room 

 Reception 

 Offices 
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 Lockers rooms 

 CODAC Workshop 

 Dining area 

 Lounge 

 Dining terrace 

 Miscellaneous 

 

Timetable 

The tentative timetable is as follows: 

 

Call for Nomination October 2022 

Pre-qualification November 2022 

Call for Tender  January 2023 

Contract Award  March/April 2023 

 

  

 
 

Experience 

The supplier(s) for the contract(s), particularly regarding the furniture needed for the Main 

Control Room, shall have recognition for manufacturing and supplying high quality furniture 

for control rooms for 24/7 use, that comply with industry highest standards of functionality, 

design and technical requirements.  

 

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 groupings shall be presented at the pre-qualification stage. The tenderer’s 

composition cannot be modified without the approval of the ITER Organization after the pre-

qualification. 

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. 
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