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【1】はじめに

① デキスパートとの連携について 【電子納品支援システム編】

本機能は、工事情報共有システムをご契約いただいているユーザー様のうち、デキスパートの「電子納
品支援システム」をご導入されているユーザー様を対象とした機能でございます。
工事情報共有システムと連携して、電子納品支援システムで成果品データを作成することができます。
電子納品支援システムの土木版・営繕版をご購入いただいている、全てのユーザー様がお使いいただけ
ます。

※本マニュアルでは、土木版の画面で解説いたします。
営繕版をご利用のユーザー様も、同じ手順で操作していただくことが可能ですのでご確認ください。

② ご利用いただけるバージョン

工事情報共有システムとデキスパートの連携機能をご利用いただくには、デキスパートを最新のバー
ジョンに更新していただく必要がございます。
「自動アップデート」で最新のバージョンに更新してからご利用ください。

工事情報共有システムは常に最新のバージョンでお使いいただけますので、アップデートの必要はござ
いません。

弊社の施工管理ソフト「デキスパート」をご利用いただいているユーザー様は、工事情報共有システム
とデキスパートを連携してご使用いただくことが可能です。
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【2】KJK取込

工事情報共有システムの「発議書類管理」で作成した工事帳票の電子納品を行うために、電子納品支援
システムへ取り込みます。

※本マニュアルでは、工事情報共有システムで作成したデータを電子納品支援システムに取り込む方法
のみ解説いたします。
その他の工事情報共有システム、電子納品支援システムの操作方法は、各基本操作マニュアルをご確認
ください。

電子納品支援システムにて、「取込」をクリックします。

① KJK取込の手順

「工事情報共有システム（KJK）」について

「工事情報共有システム」の詳細については、「KJKとは？」をクリックしてください。

取り込み前の注意点

取り込みの対象となる書類は、工事情報共有システムの「発議書類管理」にて、決裁が完了してい

る書類になります。

一時保存の状態や、最終決裁者の印が押されていない書類は取り込みができません。

取り込み前に工事情報共有システムにて、書類の決裁状況をご確認ください。



5

【2】KJK取込

ログイン画面が表示されます。
工事情報共有システムでご利用いただいている「会社ID」・「ユーザーID」・「パスワード」を入力
し、「ログイン」をクリックします。

パスワードを保存したい場合

「パスワードを保存する」にチェックをつけると、

次回からパスワードの入力作業を省くことができ

ます。

パスワードが保持された状態でログイン画面が表

示されてきますので、そのままログインすること

が可能です。

ログインをし直したい場合

ログイン画面は、電子納品支援システムを起動してから1回目の取り込み時に毎回表示されます。

2回目以降の取り込み時は自動的にログインされるため、ログイン画面は表示されません。

ログインするユーザーを間違えてしまった等、ログインをし直したい場合は、一度電子納品支援シ

ステムを終了し、再度起動してから取り込み操作を行ってください。



6

【2】KJK取込

工事選択画面が表示されます。
取り込む書類が登録されている工事を選択します。
工事名の一覧から工事を選択し、「OK」をクリックします。

複数の工事を担当している場合

複数の工事を担当しているユーザーの場合、工事選択画面には、担当している全ての工事名が表示

されます。

また、電子納品支援システムの土木版を起動中は土木工事のみ、営繕版を起動中は営繕工事のみ選

択することができます。起動中の事業の工事以外は、グレーアウトして選択できません。

※土木版を起動中は、以下のようになります。
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【2】KJK取込

書類選択画面が表示されます。
各書類名のタブを選択し、取り込み対象の書類にチェックを付け、「OK」をクリックします。

工事を変更したい場合

選択されている工事を変更したい場合は、書類選択画面を「キャンセル」し、「工事選択」をク

リックして工事を変更します。

変更後、「取込」から再度書類の選択・取り込みを行ってください。

※工事選択画面は、一度工事が選択されていれば次回以降は起動しません。

選択する工事を間違えてしまった場合や、別の工事から取り込みを行いたい場合は、「工事選択」

から自由に変更することが可能です。
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【2】KJK取込

書類選択画面の「選択・状態」について

書類選択画面の「選択・状態」の部分で、書類の取り込み状況が確認できます。

＜書類の取り込み状況＞

⚫ 「空欄」（背景色 紫）… 未取り込みの状態

⚫ 「更新あり」（背景色 ピンク）… 取り込み後、工事情報共有システムで書類の修正等の更新がある状態

⚫ 「取り込み済み」（背景色 なし）… 既に取り込み済みで、工事情報共有システムでも更新がない状態

＜書類の初期の選択状態＞

⚫ 「空欄」・「更新あり」の場合 … チェックあり （上部にまとまって表示）

⚫ 「取り込み済み」の場合 … チェックなし （下部にまとまって表示）

※一度でも取り込みを行った書類は、電子納品支援システム側で取り込み後に削除を行っていても、

「取り込み済み」になります。

※各書類を確認し、必要に応じてチェックの付け外しを行ってから取り込みを行ってください。



9

【2】KJK取込

情報メッセージが表示されます。
「OK」をクリックします。

「KJK取り込みデータ_日付」バインダが作成され、工事情報共有システムで作成した書類が取り込ま
れます。
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【2】KJK取込

② こんな時は （メッセージ・トラブル対処法）

取り込み時に表示されるメッセージや、トラブルの対処法についてご紹介します。

プロキシサーバーを利用している場合②-1

プロキシサーバーを利用している場合は、プロキシの設定を行ってからログインします。

プロキシの設定を行っていない場合、ログイン時に以下のメッセージが表示されます。

「プロキシ設定」をクリックします。

プロキシ設定画面が表示されます。

設定を行い、「OK」をクリックし

てください。
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【2】KJK取込

ログインに失敗する場合②-2

「会社ID」・「ユーザーID」・「パスワード」のいずれかに誤りがある場合、以下のメッセージが表
示されてログインができません。

工事情報共有システムでご利用いただいている「会社ID」・「ユーザーID」・「パスワード」を入

力し直し、再度ログインをお試しください。

入力し直してもログインできない場合は、弊社「工事情報共有システム サポート係」までご連絡

ください。

＜お問い合わせ窓口＞

株式会社建設システム 工事情報共有システム サポート係

電話番号：0120-47-4545

受付時間：月～金 9：00～12：00 / 13：00～17：00 （祝・祭日除く）
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【2】KJK取込

取り込み時に「権限がない」と表示され、工事選択を求められる場合②-3

前回ログインしていたアカウントとは別のアカウントでログインし直した場合、取り込み時に以下の
メッセージが表示されることがあります。
ログインし直したアカウントのユーザーが、現在関連付いている工事を担当していない場合に表示され
ます。

ログインし直したユーザーが担当している工事に、関連付けを切り替えてから取り込みを行います。

「工事選択」をクリックして工事を変更します。

変更後、「取込」から書類の選択・取り込みを行ってください。

※取り込みをされたい工事がない場合は、ログインするアカウントを間違えている可能性がありま

す。

「会社ID」・「ユーザーID」・「パスワード」をご確認いただき、再度ログインをし直してくださ

い。
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【2】KJK取込

書類の更新状態が、「書類選択」に反映されない場合②-4

取り込み済みの書類を、工事情報共有システム側で修正して更新しても、「書類選択」の「選択・状
態」が「取り込み済み」のままで「更新あり」に変わらない場合があります。
「書類選択」を開いた後に工事情報共有システム側で修正を行った等、更新が入ったタイミングによっ
て「書類選択」に更新状態が反映されない場合があります。

「更新」をクリックして、手動で更新作業を行ってください。

情報が更新された書類が、上部に表示されるよう並べ替えされ、選択された状態になります。

※取り込みを行う際、「取り込み済み」の書類がある場合は念のため「更新」を行い、最新の状態

に更新してから書類の選択・取り込みを行うことをお勧めします。
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【2】KJK取込

取り込んだ書類にエラーが表示される場合②-5

（1）「オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報」が未記入でエラー

添付ファイルの「オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報」が未記入で、エラーが表示される場
合があります。

項目名： オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報
状態 ： 必須記入項目が入力されていません。

「KJK取込」の機能を利用して取り込んだ書類は、電子納品支援システムの情報チェックでエラーがか
からないよう、必須記入項目の情報が入力された状態で取り込まれます。
ただし、取り込み時の電子納品支援システムの設定や選択中の要領基準、工事情報共有システムでの
データの作成状況によって、取り込み後に必須記入項目が未記入のままだったり、情報チェックでエ
ラーが表示されたりする場合がございます。
基本的には、電子納品支援システムにてエラーの修正を行います。

表示されるエラーとその対処法をいくつかご紹介します。
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【2】KJK取込

工事情報共有システムで、添付ファイルの「バージョン」の項目が未記入になっています。

電子納品支援システムに取り込む前に、あらかじめ添付ファイルの拡張子を登録しておくことで、

取り込み時に「オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報」が自動的に入力されます。

「ツール」-「環境設定」をクリックします。

環境設定画面が表示されます。

拡張子によるオリジナルファイル作成ソフトバージョン情報の判定にて、「自動判定機能を使用す

る」にチェックをつけます。

添付ファイルの拡張子と、オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報（ソフト名+バージョン

番号）を入力して、「OK」をクリックします。

設定変更後、「取込」から再度取り込みをし直してください。

※前回取り込んだデータは、必要に応じて削除してください。
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【2】KJK取込

（2）打合せ簿で、工種区分の「工種」が未記入でエラー

選択中の電子納品の要領基準によっては、打合せ簿情報の管理区分が「出来形管理」または「品質管
理」の場合、オリジナルファイル情報の工種区分の「工種」が必須記入項目になり、エラーが表示され
ます。
（エラーの出る発注機関： 農林水産省 等）

項目名： 工種
状態 ： 打合せ簿管理情報の管理区分が「出来形管理 / 品質管理」の場合、工種区分の「工種」を

入力しなければいけません。
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【2】KJK取込

電子納品支援システムで修正を行います。

工種区分の「工種」に、工種名を記入してください。

※鑑ファイル、添付ファイルの全てのファイルで記入する必要があります。
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【2】KJK取込

（3）打合せ簿で、工期外の日付が記入されていてエラー

選択中の電子納品の要領基準によっては、打合せ簿情報の発行日付、受理日付、完了日付に工期外の日
付が記入されている場合、エラーが表示されます。
（エラーの出る発注機関： 農林水産省 等）

項目名： 発行日付 / 受理日付 / 完了日付
状態 ： 「工期開始日」~「工期終了日」外の日付が記入されています。
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【2】KJK取込

入力されている日付が本来の日付で、竣工検査の関係等でやむを得ない場合は、エラーを無視して

ご提出することもできます。

各発注機関の電子納品チェックシステムでもエラーが出る可能性があるため、念のため発注者様と

ご協議のうえ、そのままご提出するか、エラーを修正するかをご判断ください。

エラーを修正する場合は、電子納品支援システムで修正を行います。

発行日付、受理日付、完了日付が「工期開始日」~「工期終了日」内になるよう日付を記入してく

ださい。
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【2】KJK取込

（4）工事管理情報でエラー

取り込み時、工事管理情報は、電子納品支援システムで入力済みの箇所には何も取り込まれません。
入力されていない箇所は、工事情報共有システムの「工事基本情報管理」の情報を取り込みます。
電子納品支援システムで工事管理情報が未記入の場合、工事情報共有システムの入力状況によっては、
取り込み後にエラーが表示されます。

電子納品支援システムの「住所マスタ」、「CORINSマスタ」等を活用し、工事管理情報を修正し

てください。

CORINSのXMLデータがある場合は、「CORINS取込」からCORINS情報を取り込むことも可能で

す。
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■ご注意

（1）本書の内容およびプログラムの一部、または全部を当社に無断で転載、複製する事は禁止されております。

（2）本書およびプログラムに関して将来予告なしに変更する事があります。

（3）プログラムの機能向上、または本書の作成環境によって、本書の内容と実際の画面・操作が異なってしまう

可能性があります。この場合には、実際の画面・操作を優先させていただきます。

（4）本書の内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点・誤り・記載漏れなどお気付きの事がご

ざいましたら、当社までご連絡ください。

（5）本書の印刷例および画面上の会社名・数値などは、実在のものとは一切関係ございません。

■正式名称・商標および著作権について

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。

その他の社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

発行所 株式会社 建設システム
〒417-0862 静岡県富士市石坂312-1
TEL：0545-23-2600 FAX：0545-23-2601 作成：2021年6月29日




