


本ガイドブックは「TCM Support操作マニュアル」と
あわせてご利用ください。

目次

P1　　TransLog 3大ポイント

P2　　はじめに（基本操作）

P4　　ECOドライブサポート・燃費管理

P5　　危険挙動記録

P6　　車両位置検索・走行軌跡表示

P7　　危険運転警告

P8　　運転日報自動作成

P9　   安全・エコ運転診断レポート（日次）

P10 　安全・エコ運転診断レポート（月次）

P11 　車両位置追跡・警備員派遣（TransLogセキュリティデスク）

P12 　

P13　 Q&A

ご利用前におこなっていただきたいこと
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1.これまで個別にご提供してきた
　燃費管理を、テレマティクスを中心とした
　一連のサービスとして繋げてご提供

「TransLog」は、日本自動車工業会が注意喚起しております
診断機接続用コネクターへの後付け機器とは異なる、安心・安全なサービスです。
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TransLog　3大ポイント

2.車両管理者の方向けに
　新たに2つのサービスを拡充

3.ドライバーの方向けに
　さらなる安全面への対応を実現

車両から取得した燃費情報を自動反映。車両ごとの燃費に基づく
評価が、手間なくご確認いただけるため、ドライバーにタイムリーな
エコ運転を指導することができ、コスト削減をサポートします。
※一部非対応の車種があります。

ECOドライブサポート・燃費管理

ドライブレコーダー機能を新規搭載。ドライバーの
運転状況確認や運転改善指導にご活用いただけます。　　　

車両位置検索に加え、複数車両の走行軌跡を一覧表示。
勤怠管理や運行ルートの無駄を視える化し、
業務担当エリアの見直しにお役立ていただけます。

P.4

危険挙動記録

車両位置検索・走行軌跡表示 P.6

P.5

運転中の危険な挙動を検知して、ドライバーに
リアルタイムで音声警告。
その場での運転改善に繋がります。

時刻・場所・走行距離・停止時間が確認
できる運転日報を自動作成。適切な
労務管理が可能になります。

速度超過やヒヤリハットの発生頻度から、
総合的な運転評価を点数で表示。
安全・エコ運転の定着に繋がります。

車両盗難の際は、お客様の要請に応じて
オペレーターが車両位置を追跡。また
警備員を派遣します。
※警備員の派遣は出動から1時間まで無料です。

危険運転警告 P.7
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TCM-SupportのＩＤとパスワードを入力し、
「ログイン」ボタンを押下します。

TransLogサービスはTCM-Supportにログインし、
「テレマティクス情報照会」のメニューからご利用いただけます。

認証されるとメニュー画面が表示されます。
「テレマティクス情報照会」にカーソルを合わせるとメニューがポップアップで表示されます。

別のメニューに飛びたい場合は
「テレマティクス情報照会」に
カーソルを合わせると
ポップアップで表示されます。

作業中は

※画面に表示されるメニューは、ご利用者によって異なります。　

はじめに（基本操作）
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はじめに（基本操作）

TCM-Support をご利用いただくためには
事前にTCM-Support の登録が必要です。
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また、TransLogをご利用になるお客様には、自動でECOドライブサポートのID、パスワードが発行されます。
（IDは法人単位で発行されます）

初回のログイン時に、上記利用規約画面が表示されます。
「部署名」「役職」「ご氏名」を入力して「同意する」ボタンを押下するとメニュー画面へ移動します。
「同意しない」ボタンを押下した場合はログイン画面へ戻ります。

・TCM-Support 初回ログイン後画面

「部署名」と「ご氏名」は必須入力項目です。全角4文字以上を入力してください。
一度同意すると、それ以降のログイン時に当画面は表示されません。利用規約を確認したい場合は、画面下部にある
フッターの「利用規約」から参照することができます。



一部非対応の車種があります
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車両から取得した燃費情報を
ECOドライブサポートの分析画面に

自動反映します。

ECOドライブサポート・燃費管理

ドライバーのスマートフォンにも
メールで改善アドバイスを送信
車両登録画面からドライバーの携帯へのECOドライブアドバイス
送信先を登録します。(初回のみ)

登録メールアドレス宛に月1度燃費実績・燃費アドバイスが送信されます。

メールアドレスを登録しない場合、携帯へのアドバイスは送信されません。
携帯に送信されるアドバイスはPCで閲覧できません。

ECOドライブサポート画面に自動反映

燃費取得対象車両から取得した燃費データは翌日にTCM-Supportに表示されます。
TCM-Supportの運転日報画面に車両及びドライバー単位の日次燃費が表示されます。

TCM-Support上にも燃費表示

・ECOドライブサポートログイン画面 ・ECOドライブサポート分析画面

・ECOドライブサポート登録画面

・TCM-Support燃費データ

初回設定
のみ

取得した燃費データはECOドライブサポート
画面に自動連携されます。

TCM-Support画面上のECOドライブサポートの
リンクからログインをしてください。

ECOドライブアドバイスを見る場合、
車両選択画面からアドバイスを表示したい
車両を選択します。

拠点帳票出力画面から分析レポートの
出力が出来ます。

コスト
削減NEW

対象車両が非稼動の場合99,99と表示されます。
当サービスは、メーター数値・ナビ等で実施しているESPOサービスと異なるため、他サービスで提供するデータに
差異がある場合があります。
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危険挙動記録

運転中の急な加減速を検知して、前後計20秒の
運転映像を管理者はオンラインで確認できます。

急な加速・減速をTransLogが検知し、ドライブレコーダーで
記録したデータをTCM-Supportに送信します。

TCM-Support上にはエンジンオフのタイミングでデータが
送信されます。

危険挙動時に
ドライブレコーダーが記録・送信

TCM-SupportのTOP画面に危険挙動が記録されると、
記録件数が表示されます。
危険挙動動画ページの地図上のアイコンをクリックすると、
動画が再生されます。

TCM-Support 上で動画を確認

※ドライブレコーダーで記録する閾値は一律で設定されています。

NEW 交通事故の
防止

・ドライブレコーダー

・運転診断画面



車両位置検索・走行軌跡表示
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車両位置情報一覧画面内から知りたい車両の
チェックボックスにチェックを入れ、車両位置表示ボタンを
押すと車両の位置が地図上に表示されます。

・車両位置表示画面

車両位置検索
位置情報を知りたい車両を一覧画面から選択します

住所や施設名より最寄りの車両を検索します

検索したい住所、施設名等を入力し、検索ボタンを押すと、
地図上に車両の位置情報が表示されます。
検索の結果、最寄りの車両の現在地と
最終ACCオフ地点が地図上で確認できます。

走行中は現在地を表示し、ＡＣＣオフしている場合は、
最終オフした位置と時刻が表示されます。

・指定位置周辺の車両検索画面

指定位置周辺の車両検索

複数の車両がチェックされている場合、全ての車両が表示できるように
地図の縮尺が変わります。
広範囲におよび情報が見にくい場合は台数を減らして再度検索を
おこなってください。

NEW

車両の現在位置に加え、複数車両の走行軌跡を一覧表示。
勤怠管理や運行ルートの無駄を視える化し、
業務担当エリアの見直しにご活用いただけます。

運転管理の
効率化

走行軌跡表示車両を選択
TCM-Support上で走行軌跡を表示する車両を
選択します。
走行軌跡表示へ反映されるまでに
最大20分～30分かかる場合がございます。

・TCM-Support選択画面

走行軌跡を表示
選択した車両の走行軌跡が表示されます。

・走行軌跡表示画面

1度に表示できる車両の台数は5台までです。

停止している車両の走行軌跡を表示する場合は点として表示されます。
短い距離の走行軌跡を表示する場合、開始地点の記録が優先的に
表示されます。
高層ビル等の障害物がある場所では走行軌跡が一部かける場合が
ございます。



閾値の設定

危険運転警告 NEW

TCM-Support上で車両毎に各項目について
警告音が鳴る閾値を設定します。

設定した閾値を超えた場合、車載機がリアルタイムで音声通知をします。

音声通知の音量設定は車載機で直接実施してください。

・閾値設定画面

運転中の危険な挙動を検知し、
リアルタイムで音声警告します。

危険運転時に音声でドライバーに通知

・急ハンドルです。
・スピードに注意してください。
・スピードオーバーです。
・エンジン回転数に注意してください。
・エンジン回転数オーバーです。

・アイドリングストップしてください。
・アイドリング違反です。
・そろそろ休憩してはいかがですか？
・長時間運転です。
・周囲に注意して走行してください。

閾値を超えた運転記録は翌日にTCM-Support上の
安全運転診断画面に表示されます。

運転結果に基づいたドライバーへの安全運転指導に
ご活用ください。

・運転診断画面

危険運転記録は管理者に通知
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初回設定のみ

交通事故の
防止

高速道路・一般道路等車両の使い方を考慮して
閾値を入力してください。



運転日報自動作成

検索画面にて、車両別または運転者別を選択し、
条件で絞り対象を検索します。

対象の運転者の印刷画面表示ボタンを押すと、
日報には以下の情報が記載されています。

出力は1日単位だけでなく対象期間ごとの出力も可能です。

・運転日報出力情報検索画面

日報出力したい車両を
検索し、選択

運転日報を自動作成。
手間なく適切な労務管理が可能になります。

ACCオフからACCオンまでに日にちを
またいだ場合、駐車時間は表示されません。

運転者別運転日報を作成

・走行時間
・駐車時間
・日別走行距離
・日別走行時間

ACCオンからオフまでの走行時間
ACCオフから次回ACCオンまでの時間
1日の合計走行距離
1日の合計走行時間

・走行距離

・ACCオフ地点
・ACCオフ時刻
・ACCオン時刻

ACCオンからオフまでの走行距離

ACCオフにした地点の住所（エンジンオフ）
各走行データのACCオフ時刻（エンジンオフ）
各走行データのACCオン時刻（エンジンオン）

・車名 車両の名称

・運転者名
・登録番号

予約した社員
車両の登録番号

・走行時間
・駐車時間

・日別走行距離
・日別走行時間

ACCオンからオフまでの走行時間
ACCオフから次回ACCオンまでの時間

1日の合計走行距離
1日の合計走行時間

・走行距離
・ACCオフ地点
・ACCオフ時刻
・ACCオン時刻

ACCオンからオフまでの走行距離
ACCオフにした地点の住所（エンジンオフ）
各走行データのACCオフ時刻（エンジンオフ）
各走行データのACCオン時刻（エンジンオン）

・給油量入力 給油量の登録

※出力の際は用紙設定を横にしてご利用ください。

対象の車両の印刷画面表示ボタンを押すと、
日報には以下の情報が記載されています。

・運転日報（車両別）画面

・運転日報（運転者別）画面

車両別運転日報を作成

※日報情報は翌日以降に確認できます。

※社員マスタに登録されたドライバーにて車両予約が必要です。

『ダウンロード』ボタンでダウンロードも可能です。

コンプライアンス
強化
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検索画面にて、車両別または運転者別を選択し、
条件で絞り対象を検索します。

安全・エコ運転診断レポート（日次）を
出力したい車両または運転者を
選択し、検索

日々の安全、エコ運転の傾向分析や、
運転指導にお役立ていただけます。

安全・エコ運転診断レポート（日次）

対象の車両または運転者の印刷画面表示ボタンを押します。
『印刷』ボタンで出力が可能です。
他の日にちまたは月次レポートの情報が見たい場合は
画面下の評点履歴から移動できます。

・運転者別安全・エコ運転診断レポート(日次）修正・印刷画面

・評点

・評価
・運転診断評価項目

・安全運転ダイヤグラム
・ECO運転ダイヤグラム
・走行履歴地図

・走行履歴時刻グラフ

1日の運転状態に対して、判定基準により満点を100点として
減点方式で表示されます。
1日の運転状態に対してコメントを入力できます。

1日の運転状態に対して車両の運転状態を確認し、
項目ごとに評価されます。
安全運転についてダイヤグラムで表示されます。
ECO運転についてダイヤグラムで表示されます。

1日の車両の走行履歴を地図上で表示し、
運転状態がアイコンで表示されます。

1日の車両の稼動時間がグラフで表示されます。

※出力の際は用紙設定を横にしてご利用ください。

※運転者別の安全・エコ運転診断レポートを出力するには、
　社員マスタに登録されたドライバーにて車両予約が必要です。

WARNING（危険挙動）車両について
トップページ画面に、
危険挙動車両を表示し、
WARNING車両台数（件数）を
表示します。
複数日にわたる場合、
複数行表示します。

選択したトリップのみ安全・エコ運転診断レポート（日次）に
反映させることができます

安全・エコ運転診断レポート（日次）の下にある
トリップ履歴にて対象のトリップにチェックを入れ、
帳票更新ボタンを押します。
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アイコン説明
　急加速　　急減速　　ヒヤリハット　　速度むら地点　
　速度超過地点　　アイドリング　　最大加速地点  
　最大限減速地点　　空ぶかし地点　
　シートベルト非装着地点　　出発（到着）地点

交通事故の
防止



統合的な運転評価を点数で表示。
月単位の運転診断評価レポートを自動作成します。

安全・エコ運転診断レポート（月次）

・評点

・評価

・運転診断評価項目

・安全運転ダイヤグラム

対象月の運転状態に対して、判定基準により満点を100点として減点方式で表示されます。

対象月の運転状態に対してコメントを入力できます。

対象月の運転状態に対して車両の運転状態を確認し、項目ごとに評価されます。

安全運転についてダイヤグラムで表示されます。
・ECO運転ダイヤグラム

・安全運転情報履歴

・ECO運転情報履歴

ECO運転についてダイヤグラムで表示されます。

対象月期間の安全運転の評価が表示されます。

対象月期間のECO運転の評価が表示されます。

マスタ設定について

車両ごとに違反判定値、帳票基準値設定等の
判定基準の確認変更をすることができます。

運転診断レポートにコメント追加したい

画面内のコメント追加ボタンを押して指導コメントの
入力ができます。また、必要に応じて評点を
修正することができます。

設定値の確認ができます。

※画面に表示されるメニューは、ご利用者によって異なります。

検索画面にて、車両別または運転者別を選択、
条件で絞り対象を検索します。

運転診断レポート（月次）を
出力したい車両または運転者を
選択、検索

対象の車両または運転者の印刷画面表示ボタンを押します。
『印刷』ボタンで出力が可能です。
他の日にちまたは月次レポートの情報が見たい場合は
画面下の評点履歴から移動できます。

・運転者別安全・エコ運転診断レポート(月次）修正・印刷画面

※出力の際は用紙設定を横にしてご利用ください。

※運転者別の運転診断レポートを出力するには、
　社員マスタに登録されたドライバーにて車両予約が必要です。
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交通事故の
防止



車両盗難にあった場合、お客様の要請により
車両の位置追跡や警備員の派遣をおこないます。

車両位置追跡・警備員派遣（TransLog セキュリティデスク）

TransLog 車載機 通信機能とGPS機能を備えた専用端末です。

TransLogの契約車両にはこの端末が搭載されます。また、急加速・急減速を音声でお知らせします。
盗難時等に車両位置の確認をおこなう重要な端末です。車両から取り外したりしないようお願いいたします。

①警告音量スイッチ
②ブザー音量スイッチ
③通信機LED
④カメラ

出
動
要
請

4

※警備員の派遣は出動から1時間以内は無料です。その後1時間につき10,500円（税込）になります。
（1時間を超える場合は、TransLogセキュリティデスクから延長するかどうかの確認をおこないます。） 
※警察への届出が必要です。
※車両の確保はおこないません。

ご契約のトヨタレンタリース店
平日　9：00～18：00

警備会社

1 盗難発生！！

【本体】 【通信機】

1 盗難発生！！

【カメラ】

2 平日はご契約のトヨタレンタリース店へ

2 休日・夜間は直接連絡してください

お客様
0800-700-0365
TransLogセキュリティデスク

3 車両の位置情報を確認します

5 連絡を受けた警備員が現場へ急行

365日24時間対応
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警告音量（大/小）を切り替えるスイッチです
ブザー音量（大/小）を切り替えるスイッチです
通信機の状態を示すLEDです
危険挙動の画像を記録する為のカメラです

③
① ②

④

運転管理の
効率化



【社員マスタの登録が必要となるケース】
  運転者別の運転日報や運転診断レポートを出力したい場合（対象ページP8～10）

社員番号の設定は任意ですが、社員名の設定は必須です。

環境設定⇒社員マスタ一覧より社員マスタを
簡単に登録することができます。
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車載機の再利用は可能ですか？Q
TransLogは製品保証の観点から、再利用はできません。A

実際の車両とTCM-Support上で確認できるデータの時差はどのくらいありますか？Q
燃費データは車両運行の翌日に反映されます。危険挙動記録はエンジンオフのタイミング、走行軌跡表示は
20分程度で送信されるため、時差はほとんどありません。A

指定した車両の、速度超過やヒヤリハットなどの状況は確認できますか？Q
はい。安全･エコ運転診断レポートにてご確認いただけます。A

運転診断の判定基準を確認したい。Q
マスタ設定メニューで、WARNINGと評点の基準値が確認できます。A

危険挙動記録はダウンロードできますか?Q
ダウンロードはできません。なお、ドライブレコーダーによる危険挙動記録の映像は、個人情報保護法の観点から
直近6ヶ月間の保有後、消去されます。A

音声警告音の音は消せますか？Q
A

TCM-Supportでの作業中、うまく動作しない場合や車載機が故障した場合、その他不明な点がある場合は
どうしたらよいですか？Q
ご契約のトヨタレンタリース店へご連絡ください。

消せません。ただし、閾値を変更することによって、音声警告が鳴りにくい設定にすることはできます。

A

危険走行(WARNING該当)をしている車両を把握したい。Q
TCM-Supportトップページ画面に、危険挙動車両を表示し、WARNING車両台数(件数)を表示します。
複数日にわたる場合は、複数行表示します。A
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Q&A よくあるご質問にお答えします。
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