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〇目的 
この入札の目的は、多種多様な計測の開発サービスを提供することです。 
計測のほとんどは、国内機関 (DA) の範囲です。ただし、計測スコープの約 30%は完全に IO スコー

プです。さまざまな計測手法がこの契約の対象となります。契約には、提供される専門知識の範囲、

実行、およびそれらの成果物が定義されます。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開発活動です。ファーストプラズマにはいくつかの計測システムが必

要です。 
 
〇背景 
計測は ITER の運転における重要な部分です。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

イダル磁場で運転されます。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

拡張します。このデバイスの重要な目的は、Q=10 の動作です。これは、50 MW の入力に対して 500 
MW の典型的な核融合電力が供給されることを意味します。 
ITER には全部で約 50 の計測システムがあります。これらは以下のようにグループ化されます。 

 容器内及び容器外の電気サービス開発 
 磁気計測、 
 中性子および核融合生成物の計測 
 光学計測、 
 ボロメータ、 
 分光計測、 
 マイクロ波計測、 
 プラズマに面した計測。 

計測スコープには、ポートプラグやその他のインフラストラクチャも含まれており、これらの計測は

ポートとダイバータで所定の位置に保持されます。崩壊緩和システム (DMS)などの他のシステムお

よびサービスも、ポートや建屋に統合されなければなりません。図 1 に、トカマク内部の計測スコー

プの概要を示します。図は、ITER の一般的な統合計測ポートの概要を示しています。 
 
崩壊緩和システム (DMS) も、ポートや建屋に統合されなければなりません。図 1 に、トカマク内部

の計測スコープの概要を示します。図は、ITER の一般的な統合計測ポートの概要を示しています。 
ほとんどの計測システムは、国内機関 (DA) から機能仕様に現物で調達されています。IO が詳細な

設計作業を行う必要がある例外は、磁気センサーと容器内ケーブル織機で、これらは受注生産で調達



されます。他のいくつかの計測では、IO が概念設計から調達までの全責任を負います。これらは熱電

対、エロージョンモニター、ダストとトリチウムインベントリモニター、ファーストウォールサンプ

ルとプラズマ境界流モニター、容器内電子サイクロトロン加熱保護プローブです。 
図 1:トカマク内の計測の概要(EP は水平ポート、UP は上部ポート、DP はダイバーターポートを意

味します)–スケールに関する注意:1 EP の断面積は約 2 m*2.5 m です。 
 
図 2:統合ポート内の計測の概要。 
（詳細は英文技術仕様書を参照ください） 
 
〇作業範囲 
作業範囲には、IVVS や PPTF などの計測および運用システムのためのインターフェースの定義とフ

ォローアップにおける ITER 計測チームのサポートが含まれ、これには ITER IDM、MDB、PLM に

おけるドキュメントの準備とインターフェースのフォローが含まれます。 
具体的に関連する専門分野 (ワークパッケージとして) を以下に示します。 
 

 WP 1-プラズマ-ウォール相互作用物理学、プラズマ物理学、ニュートロニクス (MCNP 計

算) 、真空物理学、低圧放電物理学 (DC および RF 放電) 、機械設計工学、設計工学 
(CATIA V 5 を利用) 、電磁解析、熱力学、水力学、光学、オプトメカニクス、モンテカルロ

迷光解析、データ解析 (従来のプログラミングおよびベイズ解析) 、画像処理、データマイ

ニング技術。 
 WP 2-プラズマ計測システムの物理学、概念、工学、設計、実現、インターフェース定義、

プロトタイピングおよび製造監督、受け入れテスト、設置、試運転、運用、科学的利用およ

び文書化。 
 WP 3-中性子計測物理学、工学、設計、開発、統合及び製造のフォローアップ (中性子較

正、中性子カメラ、微小核分裂チャンバー、中性子束モニター、ガンマ線分光法、中性子放

射化システム、ロストアルファモニター及び中性子分光法を含む) 。 
 WP 4-従来型およびトムソン散乱システム、干渉計および偏光計を含む光学計測物理学、工

学、設計、開発、統合および製造のフォローアップ。 
 WP 5-分光学的計測物理学、工学、設計、開発、統合及び製造のフォローアップ、例えば、

電荷交換再結合分光法、Halpha 及び可視光分光法、VUV 分光法、XUV 範囲の不純物モニ

タリング、プラズマコアイメージング X 線分光法、X 線イメージング、中性粒子分析、レー

ザー誘起蛍光、モーション・スターク効果分光法、X 線プラズマコア分光法、硬 X 線モニタ

リング及びビーム発光分光法。 
 WP 6-電子サイクロトロン放射分光法、ミリ波集団トムソン散乱及びマイクロ波反射率測定

を含む、マイクロ波計測物理学、工学、設計、開発、統合及び製造のフォローアップ、 
 WP 7-運用計測物理学、エンジニアリング、設計、開発、統合および製造のフォローアップ 

(可視および赤外線画像およびサーモグラフィシステム (スペクトル分解およびロックインサ

ーモグラフィを含む) 、熱電対。 



 圧力計、残留ガス分析器 (四重極質量分析器) 、ラングミュアプローブ、エロージョンモニ

タリング (スペックル干渉法) 、ダストモニタリング (ダストサンプラー付き内視鏡) 、トリ

チウムモニタリング (レーザー誘起脱離及びレーザー誘起破壊分光法) 及び第一壁サンプ

ル。 
 WP 8-元真空配電システム物理学、電気工学、設計、開発、インターフェース管理、統合お

よび製造のフォローアップ (以下を含む) 
 電気ケーブル (信号および電力) 、織機およびコネクタ。 
 WP 9-高周波振幅変調レーザー干渉測定法およびレーザー反射率測定に基づく画像化および

移動を含む、容器内観察計測、物理学、工学、設計、開発、統合および製造のフォローアッ

プ 
 高真空と高磁場技術の専門知識を持つ (電気駆動) 。 
 WP 10-容器内、ダイバータカセット、ポート、ポートプラグ、クライオスタット、ポートス

ペース、ポートセル。 
 WP 11-建屋およびサイトインフラストラクチャにおける計測システムの開発、統合および製

造のフォローアップ (ギャラリー、計測用建屋および計測に使用されるその他の建屋を含

む) 。 
 WP 12-計測計装と制御、設計と開発。 
 WP 13-計測プロジェクトの組織と実装。 

この仕様で要求される開発サービスの範囲において、契約者の会社は、IO-CT (IO-CT スコープ) およ

び DA (DA-スコープ) によって提供される必要がある計測用 ITER 計測システムについて、貢献し、

確立し、強化するため専門的な専門知識を提供することが要求されます。 
 
DA スコープ計測の受注業者の業務は、主に次のもので構成されますが、これに限定されません。 

 設計開発および調達中の監視: 
o 技術文書のレビュー、 
o レビューと進捗会議の組織化とフォローアップ、 

 IO でのインターフェース開発とメンテナンス、 
 受付準備・管理(工場受け入れ、現場受け入れ)、 
 設置準備・管理、 
 試運転の準備と管理。 
 IO-CT スコープ計測のための受注した契約者の仕事は、主に以下のもので構成されますが、

これに限定されません。 
 コンセプトから製造準備までの設計開発、 
 プロトタイピング、 
 調達・製造フォローアップ (技術仕様書の作成) 。 

これらの技術仕様は、実際の要件に応じてタスクごとに具体的に定義され、技術的範囲、IO でのタス

クの構成、および成果物の説明が含まれます。予想される作業はオフサイトで実施されるものとしま

す。 



 
〇契約スケジュール 
業務の範囲は、フレームワークサービス契約によって正式に定められます。本契約は、当初 4 年の確

定期間と 2 年の任意期間にわたって実施されます。 
 
〇概略日程 
IO は、事前資格審査 (PQ) と入札募集 (CFT) のステップを組み合わせて、次の暫定スケジュールを

検討しています。概略日程は以下の通りです： 
マイルストーン 暫定日程 

国内機関の推薦の要請 2023年 1月 

事前審査と入札の発行 2023年 2月 

事前審査と入札提出締め切り 2023年 4月 

契約授与 2023年 9月  

 
〇必要経験 
候補企業及びその職員は、以下に詳述する業務について十分な経験を有するものとします。 
 
トカマクでの経験は高く評価されており、原子力環境における以下の専門的作業の設計に関する知識と経験

が求められます。 
 センサーからデータ分析までの問題をカバーする能力を持つ一般的な計測工学、 
 プラズマ計測システムの概念、設計、実現、インターフェース定義、文書化、製造のフォローアッ

プ及び試運転に関する専門知識は、セクション3に記載されているリストに従っています。 
 複雑な環境での計測エンジニアリングインターフェイスの解決。 
 計測プロジェクトの組織と実施。 
 機械設計エンジニアリング (CATIA V 5を使用) 。 
 計測システムの構造解析、中性子解析、熱水力解析、電磁解析。 
 建屋とサイトインフラストラクチャにおける計測システムの統合。 

 
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、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。 
 
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。入札参加者（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「Transversal engineering services for the diagnostic 
development」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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Technical Summary 

Transversal engineering services for the 
diagnostic development

IO/23/CFT/70000938/LLU

 

1. Purpose

The purpose of this tender is to provide development services for many different Diagnostics. 
Most of the Diagnostics are the scope of the Domestic Agencies (DAs). About 30% of the 
Diagnostic scope is however completely IO scope. A large variety of Diagnostics techniques 
are covered by this contract.  The contract defines the scope of the expertise to be provided, 
the execution and the deliverables of those. This is a framework contract, where each task 
order is a free standing development activity with its own budget. Several diagnostic systems 
are needed for the First Plasma. 
  

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 500 s 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.

In total there are about 50 diagnostic systems in ITER. These can be grouped as:

• In- and ex- vessel electrical service development,
• Magnetic diagnostics,
• Diagnostics for neutrons and fusion products,
• Optical diagnostics,
• Bolometers,
• Spectroscopic diagnostics,
• Microwave diagnostics,
• Plasma-facing diagnostics.

The diagnostics scope includes also port-plugs and other infrastructure, which hold these 
diagnostics in place, in the ports and the divertor. Other systems and services, such as 
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Disruption Mitigation System (DMS), shall also be integrated into ports and buildings. Figure 
1 gives an overview of the diagnostic scope inside the tokamak. Figure  gives an overview of 
the typical integrated diagnostic port in ITER.

Most of the diagnostic systems are being procured in kind from the Domestic Agencies (DAs) 
to functional specifications. Exceptions for which IO has to do detailed design work are the 
magnetic sensors, and in vessel cable looms which will be procured through built to print 
contracts. For several other diagnostics, IO has even the full responsibility from conceptual 
design to procurement. These are thermocouples, erosion monitor, dust and tritium inventory 
monitors, first wall samples and plasma boundary flow monitor, in-vessel electron cyclotron 
heating protection probes.

Figure 1: Overview of diagnostics inside the tokamak (EP means Equatorial Port, UP Upper 
Port, DP Divertor Port) – note regarding scale: one EP has a cross section of 2m * 2.5 m 
approximately. 
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Figure 2: Overview of diagnostics inside integrated port.

3. Scope of work 

The scope of work involves the support the ITER Diagnostic Team in definition and follow-
up of interfaces for diagnostics and operational systems, such as IVVS and PPTF, including 
documentation preparation and interface tracking in ITER IDM, MDB and in the PLM.

The specific areas (as Work Packages) of expertise to be covered are listed below:

 WP1 - General Diagnostics physics, engineering, design and development with ability to 
cover issues from sensor to data analysis, including expertise in plasma-wall interaction 
physics, plasma physics, neutronics (MCNP calculations), vacuum-physics, low-pressure 
discharge physics (DC and RF discharges), mechanical design engineering, design 
engineering (with aid of CATIA V5), electromagnetic analysis, thermo-mechanics, 
hydraulics, optics, opto-mechanics,  Monte-Carlo-straylight analysis, data-analysis 
(conventional programming and Bayesian analysis), image-processing, data-mining 
technics,

 WP2 - Physics,  concept, engineering, design, realisation, interface definition, prototyping 
and manufacturing supervision, acceptance testing, installation, commissioning, operation, 
scientific exploitation and documentation of Plasma diagnostic systems,

 WP3 - Neutron Diagnostics physics, engineering, design, development, integration and 
manufacturing follow-up, including neutron calibration, neutron cameras, micro-fission 
chambers, neutron flux monitors, gamma spectrometry, neutron activations systems, lost 
alpha monitors and neutron spectrometry, 

 WP4 - Optical Diagnostics physics, engineering, design, development, integration and 
manufacturing follow-up, including conventional and Thomson scattering systems, 
Interferometers and Polarimeters,

 WP5 - Spectroscopic Diagnostics physics, engineering, design, development, integration 
and manufacturing follow-up,  including charge exchange recombination spectroscopy, H-
alpha and visible light spectroscopy, VUV spectroscopy, Impurity monitoring in the XUV 
range, plasma core imaging X-ray spectroscopy, X-ray imaging, neutral particle analysis, 
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laser induced fluorescence, motional stark-effect spectroscopy, X-ray plasma core 
spectroscopy, hard-x-ray monitoring and beam emission spectroscopy, 

 WP6 - Microwave diagnostics physics, engineering, design, development, integration and 
manufacturing follow-up,  including electron cyclotron emission spectroscopy, mm-wave 
Collective Thomson scattering and microwave reflectometry,

 WP7 - Operational Diagnostics physics, engineering, design, development, integration and 
manufacturing follow-up,  including visible and infrared imaging and thermographic 
systems (including spectrally resolved and lock-in thermography), thermocouples, 
pressure gauges, residual gas analyser (quadrupole-mass analysers), Langmuir probes, 
Erosion monitoring (speckles interferometry), dust monitoring (endoscope with dust 
sampler), tritium monitoring (Laser induced desorption and laser induced breakdown 
spectroscopy) and first wall samples,

 WP8 - Ex-Vacuum electrical distribution systems physics, electrical engineering, design, 
development, interface management, integration and manufacturing follow-up, including 
electrical cables (signal and power), looms and connectors,

 WP9 - In-Vessel Viewing diagnostics, physics, engineering, design, development, 
integration and manufacturing follow-up, including high frequency amplitude modulated 
laser interferometric metrology and laser reflectometry based imaging and movement 
(electrically driven)  in high vacuum and high magnetic field technology expertise,

 WP10 - Diagnostics engineering interfaces resolution in complex environments, including 
in-vessel, divertor cassettes, ports, port plugs, cryostat, port interspaces, port cells,

 WP11 - Development, integration and manufacturing follow-up of Diagnostic systems in 
Buildings and site infrastructure, including galleries and diagnostic building and other 
buildings used by diagnostics,

 WP12 - Diagnostics Instrumentation and Control, design and development,
 WP13 - Diagnostics project organization and implementation.

The scope of the development services requested in this specification requires that the 
Contractor’s company provides specialized expertise to contribute to, establish and reinforce 
the ITER diagnostic systems for diagnostics which need to be provided by IO-CT (IO-CT-
scope) and DAs (DA-scope).

The work of the awarded contractor for the DA-scope diagnostics will mainly consist in but 
not limited to:

 Oversight during the design development and procurement: 
o reviewing of technical documents, 
o organization and follow up of  review and progress meetings, 

 Interface development and maintenance at IO,
 Preparation and management of reception (factory acceptance, site acceptance),
 Preparation and management of installation,
 Preparation and management of commissioning.

The work of the awarded contractor work for IO-CT scope diagnostics will mainly consist in 
but not limited to: 

 Design development from concept to manufacture readiness,
 Prototyping,
 Procurement and manufacturing follow-up (preparation of Technical Specifications).
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These technical specifications will be defined specifically for each Task depending on the 
actual requirement and will include a technical scope, the organization of the task in IO and a 
description of the deliverables. The work foreseen shall be executed off-site.

4. Tentative Procurement Schedule

The IO considers to combine Prequalification (PQ) and Call for Tender together (CFT) steps 
with the following tentative schedule:

Issue Call for Nomination to DAs January 2023
Issue combined PQ/CFT February 2023
Submission of PQ/CFT offer April 2023
Contract Award September 2023

5. Experience

The candidate’s company and its personnel shall have adequate experience for the work as 
detailed below.

Experience in Tokamaks is highly appreciated, and knowledge and experience in design for 
the following selected activities in nuclear environment is requested:

 General Diagnostics Engineering with ability to cover issues from sensor to data 
analysis,

 Expertise in concept, design, realisation, interface definition, documentation, 
manufacturing follow-up and commissioning of Plasma diagnostic systems as per list 
given in Section 3,

 Diagnostics engineering interfaces resolution in complex environments, 
 Diagnostics project organization and implementation,
 Mechanical design engineering (with aid of CATIA V5),
 Structural, neutronic, thermo-hydraulic and electromagnetic analysis of diagnostic 

systems,
 Integration of Diagnostic systems in Buildings and site infrastructure.

6. Contract Type and Duration of services 

The scope of work will be formalised through a Framework Service Contract. The Contract 
will be carried out over an initial firm period of four (4) years and an optional period of two 
(2) years. 

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.
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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.

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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