
検証用マッチングシステム 情報項目の詳細 

資料３ 添付資料３ 

1 



運用の流れ 

ログイン画面 トップ画面 物流情報登録画面 

物流情報検索画面 物流情報登録画面 

物流情報一覧画面 

１．物流情報を新規に登録したい 

２．自分で登録した物流情報を編集したい 

２．１ 編集したい物流情報を選択する 

（自分で登録した物流情報一覧が表示される） 

（編集画面は登録画面と同様） 

３．物流情報を検索したい 

物流情報一覧画面 

（物流情報を確認する画面は登録画面と同様） 

マッチング依頼メール送信 

３．１ 固定検索 or 自由検索する 

３．２ 気になる物流情報を選択する 

▽ 

１．１ 物流情報を入力し、登録する 

２．２ 物流情報を編集し、更新する 

▽ 

３．３ 対となる自分の物流 
情報を選択し、メールを送信する 

▽ 

交渉一覧画面 

集計結果画面 

CO2排出量試算画面 

４．マッチングの交渉状況を確認または更新したい 

５．CO2排出量を試算したい 

CO2排出量登録画面 

６．CO2排出量を登録したい（マッチング実施前、実施後） 

７．集計結果を閲覧したい 
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物流情報登録（貨物情報） 

（自由入力） ← 「その他」選択時 臭い 

貨物品目 

積込み地 

温度帯 

汚れ 

2014/10/01 期間  2015/04/20 ～ ※どちらか一方の期間が入力されていればOK 

共 
通 
項 
目 

○道路交通センサスコードで選択                 ○産業連関表コードで選択 

その他 （自由入力） 

○重量：××トン           ○容積：××m3 ・ ××才    ○自由記述(メートル等) 貨物量／回 

○常温 ○冷蔵 ○冷凍 

○ → １つのみ選択   □ → 複数選択可 

○有り ○無し ○その他 

（自由入力） ← 「その他」選択時 ○有り ○無し ○その他 

貨 
物 
情 
報 

連絡事項等 

企業名 

連絡先電話番号 

担当者名 

連 
絡 
先 
等 

（自由入力） ←マスタから自動入力（編集も可） （自由入力） ←マスタから自動入力（編集も可） 

（自由入力） ←マスタから自動入力（編集も可） メールアドレス （自由入力） ←マスタから自動入力（編集も可） 

○積合せできる貨物を探したい   ○積合せできる車両等を探したい。  ○幹線運行の往復化をしたい 

○その他 （自由入力）  ← 「その他」選択時 

※貨物情報は共通項目に対し、複数入力可（１：Nの関係） 複数の場合はIDの枝番で識別（例：K000001-002など） 

（品目名） ▼ （部門名） ▼ 

荷降し地 

（東京都） ▼ （千代田区） ▼ 

（積込み地2つ目） ▼ （積込み地2つ目） ▼ 

（兵庫県） ▼ （神戸市） ▼ 

（荷降し地2つ目） ▼ （荷降し地2つ目） ▼ 

曜日 
 

時間目安 
 

 月 ▼ 

積込み曜日   荷降し曜日   積込み時間   荷降し時間 

 火 ▼  AM ▼  PM ▼ パターン１ 

 水 ▼  金 ▼  PM ▼ パターン２ 

    ・         ・           ・           ・         ・ 
    ・         ・           ・           ・         ・ 
    ・         ・           ・           ・         ・ 

指定なし ▼ 
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（K000001-001） ID ステータス （「新規登録」「交渉中」「成立済み」から選択） ▼ 



物流情報登録（車両等  輸送ネットワーク情報） 

（Y000001-001） ID 

臭い 

ステータス （「新規登録」「交渉中」「成立済み」から選択） 

モード 

▼ 

発地 

温度帯 

汚れ 

2014/10/01 期間  2015/04/20 ～ ※どちらか一方の期間が入力されていればOK 

共 
通 
項 
目 

○トラック  ○鉄道  ○船舶 

その他 （自由入力） 

トラックの場合→○2t車 ○4t車 ○10t車 ○20t車 ○その他 
鉄道 の場合→○鉄道コンテナ12フィート ○鉄道コンテナ20フィート ○鉄道コンテナ31フィート ○その他 
船舶 の場合→○海上コンテナ20フィート ○海上コンテナ40フィート ○その他 

サイズ 

○常温 ○冷蔵 ○冷凍 

○臭いのある貨物積載可 ○臭いのある貨物積載不可 ○臭いのある貨物積載調整要 

○汚れのある貨物積載可 ○汚れのある貨物積載不可 ○汚れのある貨物積載調整要 

車 
両 
等 
の 
情 
報 

連絡事項等 

企業名 

連絡先電話番号 

担当者名 

連 
絡 
先 
等 

（自由入力） ←マスタから自動入力（編集も可） （自由入力） ←マスタから自動入力（編集も可） 

（自由入力） ←マスタから自動入力（編集も可） メールアドレス （自由入力） ←マスタから自動入力（編集も可） 

○積合せできる貨物を探したい   ○車扱い（幹線運行の往復化）で積載できる貨物を探したい 

○その他 （自由入力）  ← 「その他」選択時 

※車両等の情報は共通項目に対し、複数入力可（１：Nの関係） 複数の場合はIDの枝番で識別（例：Y000001-002など） 

（自由入力） ← 「その他」選択時 

空き重量・空き積率 ○空き重量：××トン   ○空き積率：××㌫   ※空き重量か、空き積率の何れかを入力していればOK 

着地 

（東京都） ▼ （千代田区） ▼ 

（積込み地2つ目） ▼ （積込み地2つ目） ▼ 

（兵庫県） ▼ （神戸市） ▼ 

（荷降し地2つ目） ▼ （荷降し地2つ目） ▼ 

曜日 
 

時間目安 
 

 月 ▼ 

発曜日     着曜日      発時間      着時間 

 火 ▼  AM ▼  PM ▼ パターン１ 

 水 ▼  金 ▼  PM ▼ パターン２ 

    ・         ・           ・           ・         ・ 
    ・         ・           ・           ・         ・ 

指定なし ▼ 
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○ → １つのみ選択   □ → 複数選択可 



運用の流れ 

ログイン画面 トップ画面 物流情報登録画面 

物流情報検索画面 物流情報登録画面 

物流情報一覧画面 

１．物流情報を新規に登録したい 

２．自分で登録した物流情報を編集したい 

２．１ 編集したい物流情報を選択する 

（自分で登録した物流情報一覧が表示される） 

（編集画面は登録画面と同様） 

３．物流情報を検索したい 

物流情報一覧画面 

（物流情報を確認する画面は登録画面と同様） 

マッチング依頼メール送信 

３．１ 固定検索 or 自由検索する 

３．２ 気になる物流情報を選択する 

▽ 

１．１ 物流情報を入力し、登録する 

２．２ 物流情報を編集し、更新する 

▽ 

３．３ 対となる自分の物流 
情報を選択し、メールを送信する 

▽ 

交渉一覧画面 

集計結果画面 

CO2排出量試算画面 

４．マッチングの交渉状況を確認または更新したい 

５．CO2排出量を試算したい 

CO2排出量登録画面 

６．CO2排出量を登録したい（マッチング実施前、実施後） 

７．集計結果を閲覧したい 
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物流情報検索（貨物情報） 

検索対象 ●貨物情報を検索する     ○車両等輸送ネットワーク情報を検索する 

固定条件を反映させる 

ステータス （ 「新規登録」「交渉中」「成立済み」から選択） ▼ 

※固定条件で検索する場合はボタンをクリック 

積込み地 荷降し地 （東京都） ▼ （千代田区） ▼ （兵庫県） ▼ （神戸市） ▼ 

2014/10/01 期間  2015/04/20 ～ ※どちらか一方の期間が入力されていればOK 

登録者の希望 □積合せできる貨物を探したい   □積合せできる車両等を探したい。  □幹線運行の往復化をしたい 

固定条件として登録する 
※現在表示している条件を固定条件として 
  登録する場合はボタンをクリック 

第 
一 
絞 
込 
み 

曜日 
時間 

第 
二 
絞 
込 
み 

 月 ▼ 

積込み曜日   荷降し曜日   積込み時間   荷降し時間 

 火 ▼  AM ▼  PM ▼ 

貨物品目 道路交通センサスコード                 産業連関表コード （品目名） ▼ （部門名） ▼ 

□さらに細かく検索する ※詳細検索をしたい場合はチェックを付けることで第二絞込みの項目が表示されます 

臭い 

温度帯 

汚れ 

□常温 □冷蔵 □冷凍 

□有り  □無し  □その他 

□有り  □無し  □その他 

※どちらかを選択すると、それに対応した検索項目が表示されます 

検索する 
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○ → １つのみ選択   □ → 複数選択可 

※左記の条件のいずれかを指定する 



物流情報検索（車両等  輸送ネットワーク情報） 

検索対象 ○貨物情報を検索する     ●車両等輸送ネットワーク情報を検索する 

ステータス （ 「新規登録」「交渉中」「成立済み」から選択） ▼ 

※固定条件で検索する場合はボタンをクリック 

発地 着地 （東京都） ▼ （千代田区） ▼ （兵庫県） ▼ （神戸市） ▼ 

2014/10/01 期間  2015/04/20 ～ ※どちらか一方の期間が入力されていればOK 

登録者の希望 

固定条件として登録する 
※現在表示している条件を固定条件として 
  登録する場合はボタンをクリック 

第 
一 
絞 
込 
み 

第 
二 
絞 
込 
み 

 月 ▼ 

発曜日     着曜日      発時間      着時間 

 火 ▼  AM ▼  PM ▼ 

□さらに細かく検索する ※詳細検索をしたい場合はチェックを付けることで第二絞込みの項目が表示されます 

臭い 

温度帯 

汚れ 

□常温 □冷蔵 □冷凍 

※どちらかを選択すると、それに対応した検索項目が表示されます 

□積合せできる貨物を探したい   □車扱い（幹線運行の往復化）で積載できる貨物を探したい 

モード ○トラック  ○鉄道   ○船舶 

トラックの場合→□2t車  □ 4t車  □ 10t車  □ 20t車  □その他 
鉄道 の場合→ □鉄道コンテナ12フィート  □鉄道コンテナ20フィート  □鉄道コンテナ31フィート  □その他 
船舶 の場合→ □海上コンテナ20フィート  □海上コンテナ40フィート  □その他 

サイズ 

□臭いのある貨物積載可  □臭いのある貨物積載不可  □臭いのある貨物積載調整要 

□汚れのある貨物積載可  □汚れのある貨物積載不可  □汚れのある貨物積載調整要 

固定条件を反映させる 

検索する 
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○ → １つのみ選択   □ → 複数選択可 

※左記の条件のいずれかを指定する 

曜日 
時間 



運用の流れ 

ログイン画面 トップ画面 物流情報登録画面 

物流情報検索画面 物流情報登録画面 

物流情報一覧画面 

１．物流情報を新規に登録したい 

２．自分で登録した物流情報を編集したい 

２．１ 編集したい物流情報を選択する 

（自分で登録した物流情報一覧が表示される） 

（編集画面は登録画面と同様） 

３．物流情報を検索したい 

物流情報一覧画面 

（物流情報を確認する画面は登録画面と同様） 

マッチング依頼メール送信 

３．１ 固定検索 or 自由検索する 

３．２ 気になる物流情報を選択する 

▽ 

１．１ 物流情報を入力し、登録する 

２．２ 物流情報を編集し、更新する 

▽ 

３．３ 対となる自分の物流 
情報を選択し、メールを送信する 

▽ 

交渉一覧画面 

集計結果画面 

CO2排出量試算画面 

４．マッチングの交渉状況を確認または更新したい 

５．CO2排出量を試算したい 

CO2排出量登録画面 

６．CO2排出量を登録したい（マッチング実施前、実施後） 

７．集計結果を閲覧したい 
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物流情報一覧（貨物情報） 

詳細を 
確認する 

企業名 ：○□株式会社 
積込み地 ：東京都千代田区 
荷降し地 ：兵庫県神戸市 
期間 ：2014/11/20  ～  2015/11/20 
積込み曜日 ：■月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 □不定期 
荷降し曜日 ：□月 ■火 □水 □木 □金 □土 □日 □不定期 
品目 ：（品目名） 
温度帯 ：常温 
臭い ：有り 
汚れ ：無し 
連絡事項 ：■積合せできる貨物を探したい   □積合せできる車両等を探したい。  □幹線運行の往復化をしたい 

ID：K000001 

成立前 

詳細を 
確認する 

企業名 ：××株式会社 
積込み地 ：東京都新宿区 
荷降し地 ：群馬県前橋市 
期間 ：2014/11/20  ～  2015/08/20 
積込み曜日 ：□月 □火 ■水 □木 □金 □土 □日 □不定期 
荷降し曜日 ：□月 □火 □水 □木 ■金 □土 □日 □不定期 
品目 ：（品目名） 
温度帯 ：冷蔵 
臭い ：無し 
汚れ ：無し 
連絡事項 ：□積合せできる貨物を探したい   □積合せできる車両等を探したい。  ■幹線運行の往復化をしたい 

ID：K000073 

成立済 

詳細を 
確認する 

企業名 ：株式会社△△ 
積込み地 ：千葉県千葉市 
荷降し地 ：青森県八戸市 
期間 ：2014/11/20  ～  2014/12/31 
積込み曜日 ：□月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 ■不定期 
荷降し曜日 ：□月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 ■不定期 
品目 ：（品目名） 
温度帯 ：冷凍 
臭い ：無し 
汚れ ：有り 
連絡事項 ：□積合せできる貨物を探したい   ■積合せできる車両等を探したい。  □幹線運行の往復化をしたい 

ID：K000157 

成立前 

・ 
・ 
・ 
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物流情報一覧（車両等  輸送ネットワーク情報） 

詳細を 
確認する 

企業名 ：○□物流 
発地 ：東京都千代田区 
着地 ：兵庫県神戸市 
期間 ：2014/11/20  ～  2015/11/20 
発曜日 ：■月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 □不定期 
着曜日 ：□月 ■火 □水 □木 □金 □土 □日 □不定期 
モード ：トラック 
温度帯 ：常温 
臭い ：有り 
汚れ ：無し 
連絡事項 ：■積合せできる貨物を探したい   □車扱い（幹線運行の往復化）で積載できる貨物を探したい 

ID：Y000002 

成立前 

詳細を 
確認する 

企業名 ：××物流 
発地 ：東京都新宿区 
着地 ：群馬県前橋市 
期間 ：2014/11/20  ～  2015/08/20 
発曜日 ：□月 □火 ■水 □木 □金 □土 □日 □不定期 
着曜日 ：□月 □火 □水 □木 ■金 □土 □日 □不定期 
モード ：トラック 
温度帯 ：冷蔵 
臭い ：無し 
汚れ ：無し 
連絡事項 ：□積合せできる貨物を探したい   ■車扱い（幹線運行の往復化）で積載できる貨物を探したい 

ID：Y000032 

成立済 

詳細を 
確認する 

企業名 ：△△物流 
発地 ：千葉県千葉市 
着地 ：青森県八戸市 
期間 ：2014/11/20  ～  2014/12/31 
発曜日 ：□月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 ■不定期 
着曜日 ：□月 □火 □水 □木 □金 □土 □日 ■不定期 
モード ：トラック 
温度帯 ：冷凍 
臭い ：無し 
汚れ ：有り 
連絡事項 ：■積合せできる貨物を探したい   □車扱い（幹線運行の往復化）で積載できる貨物を探したい 

ID：Y000099 

成立前 

・ 
・ 
・ 
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運用の流れ 

ログイン画面 トップ画面 物流情報登録画面 

物流情報検索画面 物流情報登録画面 

物流情報一覧画面 

１．物流情報を新規に登録したい 

２．自分で登録した物流情報を編集したい 

２．１ 編集したい物流情報を選択する 

（自分で登録した物流情報一覧が表示される） 

（編集画面は登録画面と同様） 

３．物流情報を検索したい 

物流情報一覧画面 

（物流情報を確認する画面は登録画面と同様） 

マッチング依頼メール送信 

３．１ 固定検索 or 自由検索する 

３．２ 気になる物流情報を選択する 

▽ 

１．１ 物流情報を入力し、登録する 

２．２ 物流情報を編集し、更新する 

▽ 

３．３ 対となる自分の物流 
情報を選択し、メールを送信する 

▽ 

交渉一覧画面 

集計結果画面 

CO2排出量試算画面 

４．マッチングの交渉状況を確認または更新したい 

５．CO2排出量を試算したい 

CO2排出量登録画面 

６．CO2排出量を登録したい（マッチング実施前、実施後） 

７．集計結果を閲覧したい 
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マッチング依頼メール送信イメージ 

○□物流 
××様 
 
（登録者のID） 
（閲覧者が登録した情報のID） 
 
（メッセージを任意入力） 
 
 
---- 
本メールはマッチング検証システムから自動送信されています。 
 

宛先（To） ：○○＠co.jp 
Cc ：××＠co.jp 
件名 ：【ご依頼】マッチングのご検討について 
 
メール本文 
 

依頼メールを作成する 

メール送信 

メールが送信されます 
送信後、登録者と閲覧者の 
情報双方が交渉中に自動的に 
変わる。 

編集可能 

（初期値が入力済） 

交渉したい取組者が登録した物流情報画面 

ボタンクリック 

閲覧者の物流情報一覧画面 

12 

希望者 

 交渉したい 
 物流情報を 
 見つける 

依頼メール作成ボタンをクリックすると 
希望者が登録している自身の 
物流情報一覧が表示される。 

マッチングしたい物流情報を選択する。 



運用の流れ 

ログイン画面 トップ画面 物流情報登録画面 

物流情報検索画面 物流情報登録画面 

物流情報一覧画面 

１．物流情報を新規に登録したい 

２．自分で登録した物流情報を編集したい 

２．１ 編集したい物流情報を選択する 

（自分で登録した物流情報一覧が表示される） 

（編集画面は登録画面と同様） 

３．物流情報を検索したい 

物流情報一覧画面 

（物流情報を確認する画面は登録画面と同様） 

マッチング依頼メール送信 

３．１ 固定検索 or 自由検索する 

３．２ 気になる物流情報を選択する 

▽ 

１．１ 物流情報を入力し、登録する 

２．２ 物流情報を編集し、更新する 

▽ 

３．３ 対となる自分の物流 
情報を選択し、メールを送信する 

▽ 

（「２．自分で登録した物流情報を編集したい」と同様） 

交渉一覧画面 

集計結果画面 

CO2排出量試算画面 

４．マッチングの交渉状況を確認または更新したい 

５．CO2排出量を試算したい 

CO2排出量登録画面 

６．CO2排出量を登録したい（マッチング実施前、実施後） 

７．集計結果を閲覧したい 

13 



No. 自ID 相手ID 相手先企業名 ステータス 交渉発生日 

1 K000101 Y000178 ××産業 ○成立  ○否決・話合中止 2014年11月28日 

2 K000102 Y000111 ○○運輸 ○成立  ○否決・話合中止 2014年11月20日 

3 K000102 Y000007 △△興業 ○成立  ○否決・話合中止 2014年11月18日 

4 Y000103 K000201 ■■商事 ○成立  ○否決・話合中止 2014年11月10日 

5 Y000104 K000301 ××運送 ○成立  ○否決・話合中止 2014年11月07日 

交渉一覧イメージ 

・ 
・ 
・ 
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※以下のタイミングでリストに追加 
 ・自分から依頼のメールを送信する 
 ・相手から依頼のメールを受信する 

検索条件 
・自ID 
・相手ID 
・交渉発生日 交渉一覧を更新する 

リンクをクリックすると当該の物流情報を表示します 



運用の流れ 

ログイン画面 トップ画面 物流情報登録画面 

物流情報検索画面 物流情報登録画面 

交渉一覧画面 

物流情報一覧画面 

集計結果画面 

CO2排出量試算画面 

１．物流情報を新規に登録したい 

２．自分で登録した物流情報を編集したい 

２．１ 編集したい物流情報を選択する 

（自分で登録した物流情報一覧が表示される） 

（編集画面は登録画面と同様） 

３．物流情報を検索したい 

物流情報一覧画面 

（物流情報を確認する画面は登録画面と同様） 

マッチング依頼メール送信 

３．１ 固定検索 or 自由検索する 

３．２ 気になる物流情報を選択する 

▽ 

１．１ 物流情報を入力し、登録する 

２．２ 物流情報を編集し、更新する 

▽ 

３．３ 対となる自分の物流 
情報を選択し、メールを送信する 

▽ 

４．マッチングの交渉状況を確認または更新したい 

５．CO2排出量を試算したい 

６．CO2排出量を登録したい（マッチング実施前、実施後） 

７．集計結果を閲覧したい 

CO2排出量登録画面 
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CO2排出量試算イメージ（サブメニュー） 
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燃料法 燃費法 改良トンキロ法 従来トンキロ法 

燃料の種類と燃料の 
使用量で試算します。 

CO2排出量の試算方法を選択してください。 

燃料の種類と輸送
距離及び燃費で試
算します。 

燃料の種類と貨物の
情報（輸送距離・
重量）及びトラック
の情報（最大積載
量・積載率）で試
算します。 

輸送手段と輸送距
離及び燃費で試算
します。 

按分計算 

燃料法または燃費
法で試算したCO2
排出量を按分します。 



CO2排出量試算イメージ（燃料法） 
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燃料の種類 軽油 ▼ 

燃料の使用量   Kl（キロリットル） 

CO2排出量を計算する 

燃料の種類を選択し、燃料の使用量を入力してください。 

CO2排出量は t（トン）です。 ○○ 

「CO2排出量を試算する」 
ボタン押下後に表示する 

トラック輸送のCO2排出量を燃料法で試算します。 

試算結果 

燃料法 燃費法 改良トンキロ法 従来トンキロ法 

試算結果から按分計算する 



CO2排出量試算イメージ（燃費法） 

18 

燃料の種類を選択し、輸送距離と燃費を入力してください。 

燃料の種類 軽油 ▼ 

輸送距離   Km（キロメートル） 

燃費   Km/l（キロメートル/リットル） 

トラック輸送のCO2排出量を燃費法で試算します。 

CO2排出量を計算する 

CO2排出量は t（トン）です。 ○○ 

試算結果 

燃費法 改良トンキロ法 従来トンキロ法 燃料法 

試算結果から按分計算する 



CO2排出量試算イメージ（改良トンキロ法） 
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燃料の種類 軽油 ▼ 

燃料の種類を選択し、貨物の情報とトラックの情報を入力してください 

輸送距離   Km（キロメートル） 

重量   t（トン） 

最大積載量   Kg（キログラム） 

積載率   %（パーセント） 

貨物の情報 

トラックの情報 

トラック輸送のCO2排出量を改良トンキロ法で試算します。 

CO2排出量を計算する 

CO2排出量は t（トン）です。 ○○ 

試算結果 

燃料法 燃費法 改良トンキロ法 従来トンキロ法 



CO2排出量試算イメージ（従来トンキロ法） 
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輸送手段 鉄道 ▼ 

輸送距離   Km（キロメートル） 

燃費   Km/l（キロメートル/リットル） 

輸送手段を選択し、輸送距離と燃費を入力してください。 

鉄道・内航船舶輸送のCO2排出量を従来トンキロ法で試算します。 

CO2排出量を計算する 

CO2排出量は t（トン）です。 ○○ 

試算結果 

燃料法 燃費法 改良トンキロ法 従来トンキロ法 



CO2排出量試算イメージ（按分） 
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CO2排出量 t-CO2 

ルート 輸送区間 
ルート・区間別 

輸送距離(km) 荷主 重量(トン) トンキロ 

1 発地→着地A 10 

① 2 20 

② 1 10 

③ 1 10 

2 発地→着地B 15 ① 1 15 

（名称を入力） （輸送距離を入力） 
① （重量入力） （自動計算） 

  合計 （輸送距離合計）   （重量合計） （ﾄﾝｷﾛ合計） 

数値を入力 

荷主追加 
ルート追加 

荷主別CO2排出量 

荷主 負担率(%) CO2排出量(ｔ) 

① （①の％表示） （①の排出量表示） 

② （②の％表示） （②の排出量表示） 

③ （③の％表示） （③の排出量表示） 

按分を計算する 



運用の流れ 

ログイン画面 トップ画面 物流情報登録画面 

物流情報検索画面 物流情報登録画面 

交渉一覧画面 

物流情報一覧画面 

集計結果画面 

CO2排出量試算画面 

１．物流情報を新規に登録したい 

２．自分で登録した物流情報を編集したい 

２．１ 編集したい物流情報を選択する 

（自分で登録した物流情報一覧が表示される） 

（編集画面は登録画面と同様） 

３．物流情報を検索したい 

物流情報一覧画面 

（物流情報を確認する画面は登録画面と同様） 

マッチング依頼メール送信 

３．１ 固定検索 or 自由検索する 

３．２ 気になる物流情報を選択する 

▽ 

１．１ 物流情報を入力し、登録する 

２．２ 物流情報を編集し、更新する 

▽ 

３．３ 対となる自分の物流 
情報を選択し、メールを送信する 

▽ 

４．マッチングの交渉状況を確認または更新したい 

５．CO2排出量を試算したい 

６．CO2排出量を登録したい（マッチング実施前、実施後） 

７．集計結果を閲覧したい 

CO2排出量登録画面 
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CO2排出量登録イメージ 
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更新する 

No. 

自分の物流情報 マッチングした物流情報 CO2排出量（t-CO2） 

ID 期間 ID 企業名 マッチング前 マッチング後 削減量 

1 K000101 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

Y000178 ××産業 ■◆ 

2 K000102 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

Y000111 ○○運輸 
 ー◆  

Y000007 ××運輸 

3 Y000103 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

K000201 ■■商事 - 

４ K000110 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

K000202 △△貨物 ○●  

５ Y000104 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

K000203 ○○貨物 

K000204 △△貨物 

リンクをクリックすると当該の物流情報を表示します 試算した値や実測値を手入力します 

更新ボタンをクリックすると表内で入力された値が 
システムに反映されます 

自ID （前方一致で検索） 

相手先企業名 （前方一致で検索） 

2014/10/01 期間  2015/04/20 ～ ※どちらか一方の期間が入力されていればOK 

検 
索 
条 
件 

検索する 

相手ID （前方一致で検索） 

期間の終了日から
半年以上経過して
いるIDは背景色を
灰色で表示します 

貨物を２社の運送事業者に 
分けて帰り便として輸送する場合 
（類型C） 

運送事業者が2社の貨物を 
混載して共配する場合 
（類型A） 



運用の流れ 

ログイン画面 トップ画面 物流情報登録画面 

物流情報検索画面 物流情報登録画面 

交渉一覧画面 

物流情報一覧画面 

集計結果画面 

CO2排出量試算画面 

１．物流情報を新規に登録したい 

２．自分で登録した物流情報を編集したい 

２．１ 編集したい物流情報を選択する 

（自分で登録した物流情報一覧が表示される） 

（編集画面は登録画面と同様） 

３．物流情報を検索したい 

物流情報一覧画面 

（物流情報を確認する画面は登録画面と同様） 

マッチング依頼メール送信 

３．１ 固定検索 or 自由検索する 

３．２ 気になる物流情報を選択する 

▽ 

１．１ 物流情報を入力し、登録する 

２．２ 物流情報を編集し、更新する 

▽ 

３．３ 対となる自分の物流 
情報を選択し、メールを送信する 

▽ 

４．マッチングの交渉状況を確認または更新したい 

５．CO2排出量を試算したい 

６．CO2排出量を登録したい（マッチング実施前、実施後） 

７．集計結果を閲覧したい 

CO2排出量登録画面 
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集計結果閲覧イメージ（システムユーザ用） 
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登録されている 
総計画件数 

50件 
貨物情報 15件 

車両等 輸送ネットワーク情報 35件 

マッチング完了数 10件 

物流計画件数 

絞込み 

検 
索 
条 
件 2014/10/01 期間  2015/04/20 ～ ※どちらか一方の期間が入力されていればOK 

相手企業名 

No. 

自分の物流情報 マッチングした物流情報 
総CO2 
削減量 

（t-CO2） ID 期間 品目 属性 
CO2 

削減量 
（t-CO2） 

企業名 ID 品目 属性 
CO2 

削減量 
（t-CO2） 

1 K000101 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

機械/ 
半導体 

○○ ○○輸送 Y000178 
機械/ 
半導体 

○○ □□ 

2 K000102 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

紙・パルプ/ 
段ボール 

○○ 

△△輸送 Y000111 
紙・パルプ/ 
段ボール 

○○ 

□□ 

■■輸送 Y000007 
日用品/ 
がん具 

△△ 

3 Y000103 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

日用品/ 
がん具 

○○ ○○貨物 K000201 
日用品/ 
がん具 

合計 ×× ×× ■■ 

ト 常 

ト 臭 

ト 

ト 

常 

常 

ト 

ト 

ト 

CSVダウンロード 

共配実施前、実施
後のCO2排出量も
出力→CO2削減
率を算出 



集計結果閲覧イメージ（管理者用） 
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登録されている 
総計画件数 

50件 
貨物情報 15件 

車両等 輸送ネットワーク情報 35件 

マッチング完了数 10件 

物流計画件数 

絞込み 

検 
索 
条 
件 

2014/10/01 期間  2015/04/20 ～ ※どちらか一方の期間が入力されていればOK 

臭い 

貨物品目 

温度帯 

汚れ 

企業名 

○常温 ○冷蔵 ○冷凍 

○有り ○無し ○その他 ○有り ○無し ○その他 

（品目名） ▼ （部門名） ▼ ○道路交通センサスコードで選択                 ○産業連関表コードで選択 

モード ○トラック  ○鉄道  ○船舶 

マッチングID 

物流情報 
総CO2 
削減量 

（t-CO2） 企業名 ID 期間 品目 属性 
CO2 

削減量 
（t-CO2） 

１ 

○○運送 Y000101 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

ー ○○ 

□□ 

○○貨物 K000102 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

紙・パルプ/ 
段ボール 

○○ 

２ 

○○運送 Y000103 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

ー ○○ 

□□ △△貨物 K000103 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

日用品/ 
がん具 

○○貨物 K00010４ 
○○○○/○○/○○ 

～ 
○○○○/○○/○○ 

日用品/ 
がん具 

○○ 

合計 ×× ■■ 

ト 常 

ト 

常 

常 

※マッチングシステムの管理組織は任意に企業名指定が可能 

常 

CSVダウンロード 

共配実施前、実施
後のCO2排出量も
出力→CO2削減
率を算出 
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イベント 

要件定義 

UI設計 

開発 

試験 

テスト運用 

▼第1回検討会 ▼第2回検討会 
  デモンストレーション 

▼紙芝居（HTML）
を提示予定 

▼要件合意 

検証用マッチングシステム 開発スケジュール 
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