
外部委託業者の募集 
References: IO/23/CFT/ T-0000-COM-CFT-0001 
“Supply of Thermal Insulation materials for the Tokamak Cooling Water System" 
（TCWS のための断熱材料の供給）  
IO 締め切り 2023 年 3 月 9 日(木) 
 
〇目的 
TCWS のための断熱材料の供給のための将来の契約と調達に関する外部委託の枠組みにおいて、この

文書はファーストプラズマ運転に必要な供給とサービスの範囲と設計検証、製造に関する主要な必要

事項についてまとめています。 
 
〇背景 
ITER(ラテン語で道）は今日世界で最も野心的なエネルギープロジェクトの１つです。 
35 か国が世界最大のトカマクの建設のために共同研究をしています。 
トカマクは磁気核融合装置で我々の太陽と恒星と同じパワーの原理に基づいた大規模でカーボンフリ

ーのエネルギーソースとしての核融合の可能性を証明するために設計されています。 
 
さらなる情報は ITER ウェブサイトで入手できます。：http://www.iter.org. 
 
トカマク冷却水システム (TCWS) は ITER 装置の一次冷却水システムであり、プラズマによって生

成され、装置の専用部品に伝わる熱を除去し、二次冷却水システムに放出することを主な目的として

います。 
TCWS は、真空容器を冷却するための VV PHTS、容器内コンポーネントを冷却するための IBED 
PHTS、およびニュートラルビームインジェクタを冷却するための NBI PHTS の 3 つの一次熱伝達シ

ステム (PHTS) をベースにしています。 
TCWS には、化学および容積制御システム(CVCS) 、排水および補充システム (DRS) 、乾燥システ

ム (DYS) などの補助システムが含まれます。トカマク冷却水システム (TCWS) には以下の機能もあ

ります。 
 崩壊熱冷却を提供する 
 真空容器および容器内部品をベーキングするための温水 (最高 240°C、4.4 MPa) および熱

窒素ガス (最高 400°C、2.0 MPa) を提供する 
 活性化された腐食生成物と水に含まれる可能性のあるトリチウムを閉じ込める 

 
TCWS の配管は、原子力建屋 11 の複数の階と屋根に設置されています。配管網(スプール、フラン

ジ、バルブなど。) および設備に使用される材料は、外径が DN 10~DN 600 の原子力級ステンレス鋼 
(SS 304 L、SS 316 L) です。全体として、ファーストプラズマ運転のために、TCWS ネットワーク

は約 23 km の絶縁配管と 2000 個のバルブで構成されています。断熱材は、すべてのパイプ、バル

ブ、継手、機器、一次パイプ支持体とのインターフェース、およびすべての配管特殊性(フランジ、フ

http://www.iter.org/


ィルターなど) を保護します。パイプ支持体の断熱材は対象外です。 
 
図 1–TCWS ネットワークの全体的なレイアウト 
（詳細は英文技術仕様書を参照ください） 
 
〇業界での経験 
供給者は、高性能断熱システムの開発、できれば原子力プロジェクトにおいて、特に以下に関する経

験を有するものとします。 
 原子力プロジェクトの特殊性に準拠した信頼性の高い完全絶縁ソリューション(放射線被曝、

設計寿命、除染、混雑地域など) の開発 
 断熱設計の裏付け(設計の基本、厚さの定義、材料の仕様など) 取り付け手順、典型図と詳細

図、数量明細書、材料集計などを行うために必要なエンジニアリングおよびフィールドエン

ジニアリングの能力 
 火災、放射線エージング、地震荷重、ハロゲン含有量などのプロジェクト要件への技術的適

合を実証するための資格認定および試験キャンペーンの調整および/または実施。 
 大規模プロジェクト向けインライン機器(主にパイプ、バルブ、オリフィス、フランジ)用の

高性能断熱材 (HPTI) 材料のと設備容量にかかわる製造と供給。   
 
〇作業内容と調達プロセス 
業界の慣行に従い、サプライヤーは ITER プロジェクト要件への準拠を実証するためのプロジェクト

ドキュメントを提供する必要があります。 
断熱ソリューションは、機能要件とインターフェース要件に準拠する必要があります。特に、冷却水

システムが実施されるスペースの制約や混雑した環境を慎重に考慮する必要があります。 
 
断熱設計パッケージ (契約/発注書の実施中に発行される) は、サプライヤー作業の終了時に、現場実

施のために設置契約者に提出するのに十分な詳細な結果が得られるように、独立したものでなければ

なりません。 
関心のある企業は、要求されるすべての品質証明を有しており、財務的な観点から、大規模プロジェ

クトに対応できることを証明しなければなりません。 
実施される予定の調達プロセスには、以下のステップが含まれます。 
 
 ステップ 1：前提条件: 
入札候補者は、少なくとも以下を提供する必要があります。 

• 厚み検証付きテクニカルノートなどの予備技術情報 
• 配管・設備、材料仕様、製品データシート(ジャケット、断熱材及び/又は仕上げの支持体を

含む。)、 
• 管理、安全・品質情報 
• プロジェクト経験、 



• 財務能力。 
 
 ステップ 2：入札プロセス: 
事前資格を得た入札者は、技術仕様書、契約条件、入札者への指示を含むがこれに限定されない入札

書類を受け取ります。入札者は、以下の非網羅的な詳細情報を提供することが求められます (技術的

部分と財務的部分に分けられます) 。 
• 代表的な図面が記載された設置マニュアル、材料の離陸などの詳細な技術情報 
• 認定プロセスの定義と戦略(実験室・試験等)、 
• プロジェクトのタイムスケジュールとロジスティクスの詳細  
• 原価の内訳を含む価格表。 

以下に詳述するように、2 段階の入札評価プロセスが実施されます。 
 
 ステップ 3：契約/発注書の署名: 
契約/発注書は、選択したサプライヤーと META SNC の間で署名されます。 
ITER 機構 (IO) がトカマク複合施設に関する契約 2020 年 12 月の TCC 2 に署名した 3 社のコンソー

シアム 
 
 ステップ 4：-契約/発注書の発行: 
 
1. 資格認定 
断熱システムは、火災、経年変化、地震荷重などを含む可能性のある環境条件に対して検証する必要

があります。そのため、長期的な性能に適合するベースケースの材料特性に加えて、以下のようなプ

ロジェクト要件への適合性を検証するために、選択された断熱材料の認定/テストが必要です。 
 耐火(2 時間、ISO 834) 
 地震荷重、 
 放射線エージング、 
 熱疲労、 
 ハロゲン含有量、 
 規制上の使用過程検査のために取り外し可能な容量、 
 除染 

火災に対する資格認定 (火災に対する反応及び耐火行動) は、フランスの規則(製品、建設要素および

工事の耐火性に関する 2004 年 3 月 22 日の命令および建設および開発製品の火災に対する反応に関す

る 2002 年 11 月 21 日の法令)に基づいてフランスの合意された試験所 (材料の火災挙動をテストする

ための試験所を承認する 1959 年 2 月 5 日付け法令)にて行われます。 
技術設計の裏付けと認定は、供給者によって提出される最終的な適合文書によって結論づけされなけ

ればなりません。これは、すべての設計要件(規制 (ある場合) 、安全性、機能および技術)が考慮さ

れ、満たされていることの確認を目的としています。 
 



2. 製造・供給・納入 
製造設計書及びこれに対応する全ての文書(図面、技術データシート、製造・出荷手順、適合宣言書、

品質管理手順、製造検査計画書、リリースノートなど) を作成しなければなりません。製造準備審査

により、製造開始前に審査します。 
製造を管理し、適切な品質保証体制及びその後の品質管理業務を実施して下さい。この製造作業は、

IO または IO 担当者の検査/監視の対象となります。 
最後に、材料は DAP Cadarache FRANCE として ITER サイトに供給され、配送されます。 
 
3. オンサイト設置のサポート 
インストール作業は、この契約/発注書の範囲には含まれません。設置作業は、契約者の META SNC
により行われます。 
実際の設置作業を開始する前に、レビューと承認プロセスのために、詳細な設置手順のドキュメント

を META および IO に提出する必要があります。  
ただし、サイトの開始時には機能しており、オプションとして、ブリーフィング、トレーニング、お

よび場合によっては断熱が正しく適用されているかを確認する臨時検査実施のために、いくつかの技

術サポートが必要になることがあります。 
 
したがって、契約者は設置によって生じる技術的なクエリまたは逸脱要求に応答するための技術支援

について設計フェーズ (フィールドエンジニアリング) の一部として含める必要があります。 
 
〇契約スキーム 
HPTI の設計、認定、調達、供給の全体的な責任 
TCWS 配管用 HPTI 材料の材料、およびこれらの HPTI 材料の準備/製造、インライン 
部品および装置は META SNC に提供されます。 
したがって、META SNC は、IO の監督の下で、IO 調達原則の遵守を確保するために、上記の調達

プロセスに責任を負います。IO はこの指名募集プロセスを開始しており、META SNC はこの CFN
を通じて得られた潜在的な入札者に対して事前資格審査プロセスを実施した後、資格のある入札者を

入札募集に含める予定です。 
入札評価基準は、入札開始を求める前に IO と合意され、その後 IO の代表者が調達プロセスのすべて

のステップに立ち合います。 
META SNC は、2 段階の入札評価プロセスを実施し、最初に技術評価に合格した場合にのみ、ファイ

ナンシャル・オファリングを開始します。 
HPTI 断熱材の供給を受注したサプライヤーは、IO との協議の後、META SNC との契約/発注書に署

名します。 
 
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 



国内機関の推薦の要請 2023年 1月 

事前審査 2023年 3月-5月 

入札提出締め切り 2023年 7月 

契約授与 2023年 10月  

契約開始日 2023年 11月 

契約終了日 2027年 10月 

 
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、META SNCと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。META SNCと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「Thermal Insulation for the Tokamak Cooling 
Water System - First Plasma Scope」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。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Contact:  Philippe Gambino - Procurement & Contracts Division - Tel. +33 (0)4 42 17 74 13 e-mail : philippe.gambino@iter.org 

 

  

  

To: Domestic Agencies 

  

 

Reference: META SNC CFT ref. T-0000-COM-CFT-0001 

 

Subject: Call for Nominations –  Supply of Thermal Insulation materials for the Tokamak Cooling 

Water System (First Plasma Scope) 

 

 

Dear Colleagues,  

 

The ITER Organization (IO) invites the Domestic Agencies to nominate companies, institutions or 

other entities that are capable to supply Thermal Insulation materials for the Tokamak Cooling Water 

System. The scope of supply includes also design, qualification, manufacture and miscellaneous 

services.  

Please find attached a description of the planned procurement. Kindly note that the planned 

procurement is going to be handled by META SNC (CFT ref. T-0000-COM-CFT-0001) which is 

IO’s contractor in charge of the Tokamak Complex Contract No. 2 (the ‘’TCC2 contract’’). The 

TCC2 contract was already inclusive of the installation of those thermal insulation materials. The IO 

is only providing potential candidates trough this call for nominations. The IO is going to witness the 

procurement process handled by META SNC and will ensure the application of IO main procurement 

principles. META SNC will be the contracting entity meaning that they keep the overall 

responsibility of this procurement. 

The potential candidates should have a recognized level of expertise, competence and references in 

the field mentioned above. The META SNC 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 philippe.gambino@iter.org by 9 March 2023 at the latest.  

 

Yours faithfully, 

 

Philippe Gambino 

Procurement Construction Assembly Logistics 

 

Enc: 

- Nominations template table 

- Technical Summary of the planned Procurement 

mailto:philippe.gambino@iter.org
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Call for Nomination 
 

Thermal Insulation for the Tokamak Cooling 
Water System - First Plasma Scope 

 
Ref. ITER_D_5JNPLT 

 
 
Purpose 
 
In the frame of the Call for Nomination regarding the future contract / purchase order for the 
supply of Thermal Insulation dedicated to the Tokamak Cooling Water System (TCWS), this 
document summarizes the main requirements related to the design & qualification, manufacture 
and scope of supply and services required for the First Plasma operations. 
 
 
Background 
 
ITER (“The Way” in Latin) is one of the most ambitious energy projects in the world today. 35 
nations are collaborating to build the world’s largest tokamak, a magnetic fusion device that 
has been designed to prove the feasibility of fusion as a large-scale and carbon-free source of 
energy based on the same principle that powers our Sun and stars.  
 
For more information on the ITER project: http://www.iter.org.  
 
The Tokamak Cooling Water System (TCWS) is the primary coolant system of ITER machine 
having the main aim to remove the heat generated by the plasma and transferred to dedicated 
components of the machine and to release it to the secondary coolant system.  
 
The TCWS is based on three Primary Heat Transfer Systems (PHTSs): VV PHTS for cooling 
the Vacuum Vessel, IBED PHTS for cooling the in-vessel components and NBI PHTS for 
cooling the Neutral Beam Injectors. 
 
The TCWS includes auxiliary systems as the Chemical and Volume Control System (CVCS), 
Draining and Refilling System (DRS), and Drying System (DYS). The Tokamak Cooling Water 
System (TCWS) has also the following functions:  

 To provide the decay heat cooling, 
 To provide hot water (up to 240 °C and 4.4 MPa) and hot nitrogen gas (up to 400 

°C 2.0 MPa) for baking of Vacuum Vessel and In-Vessel Components, 
 To confine the activated corrosion products and the tritium potentially contained in 

the water. 
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TCWS piping is located in the nuclear Building 11 at different levels and on the roof. The 
material used for the piping network (spools, flanges, valves, etc.) and equipment is nuclear 
grade stainless steel (SS304L, SS316L) with outer diameter varying from DN10 to DN600. 
 
As an overall picture, for first plasma operations, the TCWS networks comprise approximately 
23 km of insulated piping and 2000 valves. The insulation will protect all pipes, valves, fittings, 
equipment, interface with primary pipe supports and all piping specialities (such as flanges, 
filters etc). Pipe Support insulation is out of scope. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 – Overall layout of the TCWS networks 
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Industrial Experience 
 
The Supplier shall have experience for the development of high performance thermal insulation 
systems, preferably on Nuclear projects, particularly regarding: 
 

 Development of reliable complete insulation solutions (insulation + jacketing + supports 
of insulation and/or finishing) compliant with nuclear project specificities (radiation 
exposure, design life, decontamination, congested areas, etc.) 

 Engineering and field engineering capabilities, to perform thermal insulation design 
justification (basis of design, thickness definition, materials specification, etc.), 
installation procedures, typical and detail drawings, bill of quantity, materials take off, 
etc. 

 Coordination and / or execution of qualification and testing campaign to demonstrate 
technical compliance with the project requirements such as fire, radiation ageing, seismic 
loading, halogen contents, etc. 

 Manufacturing and supply of High Performance Thermal Insulation (HPTI) material for 
in-line components (mainly pipes, valves, orifices and flanges) and equipment capacities 
for large-scale projects. 

 
 
Work Description & Procurement Process 
 
As per industry practice, Supplier will be required to deliver project documentation to 
demonstrate the compliance with ITER project requirements.  
 
The thermal insulation solution will require to comply with the functional and interface 
requirements. In particular, space constraint and congested environment in which the cooling 
water systems are implemented shall be carefully considered.  
 
The thermal insulation design package (to be issued during contract / Purchase Order 
implementation) shall be self-supporting, such that at the end of Supplier activities, the outcome 
shall be detailed enough to be submitted to an installation Contractor for site implementation.  
 
Interested companies shall demonstrate that they have all required quality certifications, and 
from financial point of view, that they are able to deal with large scale projects. 
 
The procurement process intended to be put in place will contain the following steps: 
 

 Step 1 - Prequalification: 
 

Potential bidders will be required to provide as a minimum: 
• Preliminary technical information, such as technical note with thickness validation 

for piping and equipment, materials specification, products data sheets (including 
jacketing, insulation material and supports of insulation and/or finishing), 

• Administrative, Safety & Quality information, 
• Projects experiences, 
• Financial capabilities. 
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 Step 2: Tender Process:  
 
Prequalified bidders will receive tender documents including but not limited to the Technical 
Specification, the conditions of contract and the instructions to bidders. Bidders will be required 
to provide in their offer (to be divided into a technical part and a financial part) the following 
non-exhaustive detailed information: 

• Detail technical information such as installation manual with typical drawings, and 
material take offs, etc, 

• Qualification process definition and strategy (laboratories, tests etc), 
• Project time schedule and logistics details, 
• Schedule of prices including breakdown of costs. 

 
A two-step tender evaluation process will be conducted as further detailed below. 
 

 Step 3 - Contract / Purchase Order Signature: 
 
The contract / purchase order will be signed between the selected Supplier and META SNC, a 
consortium of three companies with whom the ITER Organization (IO) had signed the Tokamak 
Complex Contract – TCC2 in December 2020. 

 
 Step 4 - Contract / Purchase Order Implementation: 

 
1. Qualification 
 
Thermal insulation system shall be verified against possible environmental conditions including 
fire, ageing, seismic loading, etc. Therefore, on top of the base case material properties, 
compatible with a long-term performance, the selected thermal insulation materials shall be 
qualified / tested in order to validate their compliance against project requirements such as: 
 

 Fire (2 hours, ISO 834), 
 Seismic loading, 
 Radiation ageing, 
 Thermal ageing, 
 Halogen content, 
 Capacity of being dismountable for regulatory in-service inspections, 
 Decontaminability 

 
Qualification against fire (reaction to fire and fire resistance behaviour) shall be performed 
under the French regulation (Order of 22 March 2004 related to the fire resistance of products, 
construction elements and works & Order of 21 November 2002 relating to the reaction to fire 
of construction and development products) and certified by a French agreed laboratory (Order 
of February 5, 1959, approving laboratories for testing the fire behaviour of materials).  
 
Technical design justification and qualification shall be concluded by a final compliance 
dossier, submitted by the Supplier, which aims at demonstrating that all design requirements 
(regulatory if any, safety and functional & technical) have been considered and met. 
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2. Manufacture, Supply & Delivery 
 
The manufacturing design and all the corresponding documentation (drawings, technical 
datasheets, manufacturing and shipping procedures, declaration of conformity, quality control 
procedures, Manufacturing Inspection Plans, release notes, etc.) shall be prepared. It shall be 
reviewed before the start of fabrication through a Manufacturing Readiness Review. 
 
The fabrication shall be controlled and adequate quality assurance system and subsequent 
quality control activities shall be implemented. This manufacture activity can be subject to the 
IO or IO representative inspection/oversight. 
 
Finally, material will be supplied and delivered to ITER site as DAP Cadarache FRANCE.  
 
3. Support for onsite installation 
 
Installation activities will not be part of the scope of this contract / purchase order. The 
installation activities will be performed by the Contractor META SNC. 

Before the actual installation activities can start, detailed installation procedure documentation 
shall be submitted to META and to the IO for review and approval process.  

However at the beginning of the site works, and as an option, some technical support could be 
required to brief, train and possibly perform ad-hoc inspections to confirm correct 
implementation of thermal insulation.  

Technical assistance to reply to technical queries or deviation requests raised by installation 
Contractor can be therefore included as part of the design phase (field engineering).  
 
 
Contractual Scheme 
 

The overall responsibility of the design, qualification, procurement and supply of HPTI 
materials and the preparation/pre-fabrication of these HPTI materials for TCWS piping, in-line 
components and equipment is given to META SNC. Therefore, META SNC will be responsible 
for the procurement process described above under the supervision of the IO to ensure 
compliance with the IO procurement principles. IO is launching this Call for Nomination 
process and META SNC will include in their call for tender(s) the qualified bidders after a 
prequalification process carried out on potential bidders obtained through this CFN.  

The Tender Evaluation Criteria will be agreed with the IO prior to call for tender launch and 
thereafter IO representatives will witness all the steps of the procurement process.  

META SNC will conduct a two-step tender evaluation process, opening the Financial Offers 
only when Technical Evaluation has first been passed successfully.  

The awarded Supplier for the supply of HPTI thermal insulation materials will sign a contract 
/ purchase order with META SNC after consultation with the IO.  
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Timetable 
 
The tentative timetable is as follow: 
 

Call for Nomination January 2023 

Prequalification March - May 2023 

Tender submission date  July 2023 

Award contract date October 2023 

Contract start date November 2023 

Contract end date October 2027 

 
 
 
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) shall be jointly and severally liable. The consortium cannot be modified later 
without the approval of META SNC and 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. META SNC and the ITER Organization 
reserves the right to disregard duplicated references and may exclude such legal entities form 
the tender procedure. 
 
 
 



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

Nominating Domestic Agency:

NOMINATIONS

META SNC CFT ref. T-0000-COM-CFT-0001 - Supply of Thermal Insulation materials for the Tokamak Cooling Water System
(First Plasma Scope)

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


	516_Summary_T-0000-COM-CFT-0001
	HP3_巻頭
	HP3_7635_JPK_ベンチュリ管流量計.pdf
	HP3_7635_JPK.pdf
	HP3-.pdf



	TCC2_VAR10_HPTI CFN Letter
	HPTI_Tech. Summary for CFN_5JNPLT_v1_1
	List_-_Nominating_DA_v1.0
	Sheet1




