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はじめに

PeopleSoft オンライン ヘルプおよび PeopleBook について

PeopleSoft オンライン ヘルプは、PeopleSoft アプリケーションおよび PeopleTools の全てのヘルプ コンテ
ンツを表示できる Web サイトです。このヘルプでは、標準ナビゲーションと全文検索、さらに状況依存オ
ンライン ヘルプが PeopleSoft ユーザーに提供されます。

PeopleSoft ホスト ドキュメント
オラクル社の PeopleSoft ホスト ドキュメント Web サイトの PeopleSoft オンライン ヘルプにアクセスする
と、Oracle ホスト サーバーの全てのヘルプ Web サイトおよび状況依存ヘルプに直接アクセスすることが
できます。ホスト ドキュメントは定期的に更新されるため、ユーザーは最新のドキュメントにアクセスするこ
とができます。ホストの Web サイト コンテンツにはアプリケーションの保守に関するドキュメントがすぐに
反映されるため、これらの個別のドキュメント記録を My Oracle Support で確認する必要がなくなります。
ホスト ドキュメントの Web サイトは英語版のみ利用可能です。

注: 最新リリースのホスト ドキュメントのみが定期的に更新されます。新しいリリースが登録されても、前の
リリースは引き続き利用できますが、更新はされません。

ローカルにインストールされたヘルプ
組織においてファイアウォールの制限により、ホスト ドキュメントの Web サイトを利用できない場合
は、PeopleSoft オンライン ヘルプをローカルでインストールすることができます。ローカルでヘルプをインス
トールした場合は、ユーザーがアクセス可能なドキュメントをより詳細に管理したり、自分の組織のカスタム
ドキュメントへのリンクをヘルプ ページに組み込むことができます。

また、PeopleSoft オンライン ヘルプをローカルにインストールすると、全文検索にあらゆる検索エンジンを
使用することができます。Oracle Secure Enterprise Search を設定して全文検索を行う手順については、
ご使用のインストール ドキュメントに記載されています。

ご使用のデータベース プラットフォーム向けの『PeopleTools Installation』の「Installing PeopleSoft Online
Help」を参照してください。Secure Enterprise Search を使用しない場合は、選択した検索エンジンのド
キュメントを参照してください。

注: ローカルでインストールしたヘルプ Web サイトで検索エンジンにアクセスするには、検索のポートレッ
トとリンクを有効にする必要があります。手順については、PeopleSoft オンライン ヘルプのいずれかの
ページで [ヘルプ] リンクをクリックしてください。
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ダウンロード可能な PeopleBook のPDF ファイル
従来の PeopleBook 形式であり、ダウンロード可能な PDF 版のヘルプ コンテンツにアクセスすることもで
きます。PeopleBook PDF のコンテンツは PeopleSoft オンライン ヘルプのコンテンツと同じですが、構造
は異なり、オンライン ヘルプで使用できるインタラクティブなナビゲーション機能はありません。

共通のヘルプ ドキュメント
共通のヘルプ ドキュメントには、複数のアプリケーションに適用される情報が含まれています。共通のヘ
ルプの 2 つの主要なタイプは、次のとおりです。

• アプリケーションの基礎

• PeopleSoft アプリケーションの使い方

ほとんどの製品ファミリーでは、システムの設定や設計に関する基本的な情報を説明する、一連のアプリ
ケーションの基礎ヘルプ トピックが提供されます。この情報は、PeopleSoft 製品ファミリーの多くの、また
は全てのアプリケーションに適用されます。単一のアプリケーション、製品ファミリー内のアプリケーション
の組合せ、または製品ファミリー全体のいずれを実装化に関係なく、該当するアプリケーションの基礎ヘ
ルプのコンテンツについて理解している必要があります。これらは、基本的な実装タスクの開始点となり
ます。

また、『PeopleTools: Applications User's Guide』では、PeopleSoft ピュア インターネット アーキテクチャの
さまざまな要素が紹介されています。また、そこではシステムをナビゲートする際に、ナビゲーションの階
層、コンポーネントおよびページを使用して基本的な機能を実行する方法についても説明しています。ア
プリケーションや導入内容は異なる場合がありますが、このユーザーズ ガイドのトピックでは PeopleSoft
アプリケーションの使用方法に関する一般的な情報が説明されています。

フィールドおよびコントロールの定義
PeopleSoft のドキュメントには、アプリケーション ページに表示されるほとんどのフィールドおよびコント
ロールの定義が含まれています。これらの定義で、フィールドまたはコントロールの使用方法や、移入され
る値の発生元、さらに特定の値を選択したときの結果などが説明されています。フィールドまたはコント
ロールが定義されていない場合は、追加の説明が必要ないか、ドキュメントの共通要素のセクションに既
に記載されています。たとえば、日付フィールドは追加の説明がほとんど必要ないため、ドキュメント内で
定義が複数のページにわたって記載されないことがあります。

表記規則
次の表に、オンライン ヘルプで使用される表記規則を示します。

表記規則 説明

キー + キー キー操作の組合せを示します。たとえば、キーの間のプラス記
号 (+) は、最初のキーを押しながら 2 番目のキーを押す必要が
あることを意味します。Alt+W の場合、Alt キーを押しながら W
キーを押します。
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表記規則 説明

. . . (省略記号) PeopleCode 構文で、先行する項目または一連の項目を任意
の回数繰り返すことができることを示します。

{ } (波かっこ) PeopleCode 構文で、2 つのオプションからの選択肢を示しま
す。オプションはパイプ ( | ) で区切られます。

[ ] (角かっこ) PeopleCode 構文で、オプションの項目を示します。

& (アンパサンド) PeopleCode 構文でパラメータの前にアンパサンドが記述され
ている場合は、そのパラメータがインスタンス作成済みのオブ
ジェクトであることを示します。

また、アンパサンドは全ての PeopleCode 変数の前に付きま
す。

⇒ この継続文字は、コードの行の最後、ページのマージンで折り
返された場所に挿入されます。コードは、継続文字がない 1 つ
の連続した行のコードとして表示または入力される必要があり
ます。

ISO の国コードおよび通貨コード
PeopleSoft オンライン ヘルプのトピックでは、国別の情報や通貨金額を識別するために国際標準化機
構 (ISO) の国コードおよび通貨コードを使用しています。

PeopleSoft ドキュメントでは、ISO 国コードは国の識別子として表示される場合があり、ISO 通貨コードは
通貨の識別子として表示される場合があります。ドキュメントでの ISO 国コードの参照は、全ての ISO 国
コードがアプリケーションに含まれていることを意味しません。"(FRA) Hiring an Employee" は、国固有の
見出しの例です。

PeopleSoft の通貨コード テーブル (CURRENCY_CD_TBL) には、サンプルの通貨コード データが含まれ
ています。通貨コード テーブルは、ISO 標準 4217 "Codes for the representation of currencies" に基づいて
おり、さらに国テーブル (COUNTRY_TBL) の ISO 国コードにも依存します。通貨コードおよび国情報を管
理するページへのナビゲーションは、使用している PeopleSoft アプリケーションによって異なります。通貨
コード テーブルおよび国テーブルを管理するページにアクセスするには、アプリケーションのオンライン ヘ
ルプで詳細を確認してください。

地域および業種の識別子
特定の地域や業種に対してのみ適用される情報は、その前に標準の識別子がかっこ書きで付きます。
通常、この識別子はセクション見出しの先頭に記述されますが、注意書きや他のテキストの先頭に記述
されることもあります。

地域固有の見出しの例として、"(Latin America) Setting Up Depreciation" があります。
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地域識別子

地域は地域名によって識別します。PeopleSoft オンライン ヘルプでは、次の地域識別子が使用される場
合があります。

• Asia Pacific

• Europe

• Latin America

• North America

業種の識別子

業種は、業種名または業種の略称によって識別します。PeopleSoft オンライン ヘルプには、次の業種識
別子が現れることがあります。

• USF (U.S. Federal)

• E&G (Education and Government)

PeopleSoft オンライン ヘルプの使用および管理

次のトピックに関する情報を参照するには、PeopleSoft オンライン ヘルプの任意のページのユニバーサ
ル ナビゲーション ヘッダーで [ヘルプ] リンクをクリックします。

• PeopleSoft オンライン ヘルプの新機能。

• PeopleSoft オンライン ヘルプのアクセシビリティ。

• PeopleSoft オンライン ヘルプのアクセス、ナビゲーションおよび検索。

• ローカルにインストールされた PeopleSoft オンライン ヘルプ Web サイトの管理。

PeopleSoft HCM の関連リンク

PeopleSoft 情報ポータル

My Oracle Support

Oracle University の PeopleSoft 研修

YouTube での PeopleSoft ビデオ機能の概要

PeopleSoft ビジネス プロセス マップ (Microsoft Visio 形式)

http://www.peoplesoft92.com/
https://support.oracle.com/CSP/ui/flash.html
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=402&p_nl=OPSE
http://www.youtube.com/user/PSFTOracle
https://support.oracle.com/epmos/faces/DocContentDisplay?id=1613605.1
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連絡先

提案を送信する ご使用の PeopleTools およびアプリケーションのリリース番号を含めてください。

フォロー

Facebook で PeopleSoft の最新の更新を入手します。

Twitter@PeopleSoft_Info で PeopleSoft をフォローします。

mailto:PSOFT-INFODEV_US@ORACLE.COM
http://www.facebook.com/pages/Oracle-PeopleSoft/220476464680933?sk=wall&filter=12
https://twitter.com/PeopleSoft_Info
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第1章

ePerformance - はじめに

ePerformance の概要

PeopleSoft ePerformance-パフォーマンス管理は、管理者、従業員、および人事部門担当者のためのセル
フサービスの評価管理アプリケーションです。ePerformance を使用して、パフォーマンスとキャリア開発と
いう 2 つの目的のための計画、協業作業、コミュニケーション、査定、および評価モニターを行うことがで
きます。

一般的に、パフォーマンス評価では、現在の職務要件に対応する従業員のパフォーマンスを査定して計
画を立て、給与待遇を管理します。一方、キャリア開発評価では、現在の職務に必要なスキルとのギャッ
プを埋めたり、将来の職務要件に対応するために、従業員のキャリア開発ニーズの査定と計画を行いま
す。

ePerformance は、組織の目的に合った従業員のパフォーマンスおよびキャリア開発目標の計画と調整を
行い、従業員のパフォーマンスの査定および実績への報奨を行うことにより、計画と評価の全プロセスを
サポートしています。

注: このドキュメントを通して、評価とはパフォーマンス プロセスとキャリア開発プロセスの両方を含む包
括的なプロセスを意味します。このドキュメントでは、特に指定のない限り、パフォーマンスはパフォーマンス
とキャリア開発の両方の意味で使用されます。

ePerformance では、評価プロセスを定義する記入票テンプレートを設定することによって、それぞれの目
的に合うように柔軟に記入票を設定できます。このアプリケーションでは、以下の処理を行うことができま
す。

• 記入票の作成。

• 評価基準の定義。

• 従業員の進捗を追跡するための期間途中のチェックポイントの導入。

• 多面評価の管理。

• 評価メモ、評価レベル、加重およびコメントを含む評価データの入力。

• 複数ソースからのフィードバックの管理者評価/メンター評価への統合。

• 評価面接および承認のための管理者評価/メンター評価の送信。

• 暫定評価の入力や記入票の転送、再オープン、キャンセル、削除などの管理タスクの実行。

• ビジネス目標ページの作成および公開。
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• 目標項目の個々のパフォーマンス記入票への継承。

HCM 9.2 の ePerformance の新機能

ePerformance のビジネス プロセス

画像: 管理者と従業員の両方によって評価、確認、および承認される場合のシステム内での一般的な記
入票の動きを示す、ePerformance ビジネス プロセスの流れ

次の図は、記入票テンプレートを使用して評価要素の設定、進捗追跡、多面評価、評価面接、および承認
の各プロセスを実行する場合の、ePerformance のビジネス プロセスの流れを表しています。

http://docs.oracle.com/cd/E57309_01/PSFT_ePerform/psft_eperformance.html
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ePerformance のビジネス プロセスには次のステップが含まれます。

注: ビジネス プロセスの設定によっては、これらのステップのいくつかは省略される場合があります。

1. 管理者、従業員、または人事部門担当者が記入票を作成して、プロセスを開始します。

従業員は自分自身の記入票のみ作成でき、管理者は管轄下の従業員または従業員グループの記
入票を作成でき、人事部門担当者は個々の従業員および従業員グループの記入票を作成できます。

「記入票の作成について」を参照してください。

2. (設定可) 従業員または管理者は、記入票の評価基準を修正し、設定された評価基準を承認します。

評価要素の修正には、自由形式または定義済みの評価要素の追加、記入票の評価要素のテキスト
修正、および評価要素の削除が含まれます。エンタープライズ ラーニング マネジメントと統合している
場合は、ラーニング アクティビティを追加できます。

「評価基準の修正について」を参照してください。

3. (設定可) 管理者は従業員の進捗に対するフィードバックを記入し、チェックポイントを完了します。そ
の後、従業員と管理者は、評価を開始する前に評価要素を調整し、最終決定します。

「期間途中のチェックポイントについて」を参照してください。

4. (設定可) 従業員または管理者は、多面評価を提供する評価者を指名します。

「指名と追跡プロセスについて」を参照してください。

5. (省略可) 指名が完了して評価基準が決定されると、指名情報が従業員または管理者から被指名者
に送信されます。

被指名者が指名を受諾すると、その評価者用の記入票が作成されます。

6. 従業員と管理者、および他の評価者 (任意) が、各自の評価を完了します。

このステップには、評価項目の評価とコメントの入力が含まれます。

「記入票データの入力について」を参照してください。

7. 管理者は平均評価を表示し、他の評価を管理者評価に統合します。

このステップで管理者は、評価に関連する入力済みの評価メモや他の評価者のコメント、コンピテン
シーとサブ コンピテンシーに基づいた育成ヒントやコメント アシスタントのテキスト、他の評価者によ
る評価をまとめた平均評価、不適切な用語をチェックする表現チェックといったいくつかのツールを必
要に応じて使用できます。

「フィードバック統合について」を参照してください。

注: 記入票のテンプレート定義によっては、従業員や他の評価者もこれらのツールを使用できます。た
だし、主に管理者が評価を完了する際に、これらのツールを使用します。
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8. (設定可) 管理者は、評価面接の前に従業員が確認できるように評価を送信します。

9. (設定可) 管理者は、承認のために評価を送信します。

「評価面接および承認プロセスについて」を参照してください。

注: 記入票テンプレートで定義された評価面接プロセスよび承認プロセスによっては、最後の 2 つの
ステップの順序が入れ替わる場合があります。

管理プロセス

以下の管理プロセスは、必要に応じて発生する評価プロセス以外のプロセスです。

• 記入票の移管。

• 記入票ステータスの変更。

• 記入票のキャンセル。

• 記入票の削除。

• 暫定評価の入力。

• 記入票の照会。

「管理タスクの遂行」を参照してください。

評価モニター

人事部門担当者は、以下のさまざまなレポートやツールを使用して、記入票ステータスをモニターしたり評
価結果サマリを表示することができます。

• 記入票未作成者一覧。

• 記入票期日遅延者一覧。

• 評価進捗グラフ。

• 評価分布表。

「照会ページについて」を参照してください。

ePerformance の統合

パフォーマンスとキャリア開発の多種多様なアプリケーションを統合することにより、組織は、パフォーマ
ンスの評価と査定を、人材計画、個別のキャリア計画、キャリア開発、報奨およびレポートに関連付ける
ことができます。ePerformance では、標準的で汎用なインテグレーション ポイントを提供しており、他の
PeopleSoft ビジネス ソリューションやサードパーティのアプリケーションとの統合が可能です。
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ePerformance は、以下の PeopleSoft アプリケーションと統合されます。

• ヒューマン リソース管理 - ePerformance の記入票では、数多くの共通コンポーネント テーブルを使用
して基本データが提供されます。

• 給与計画 - 特別昇給プロセスでは、従業員のパフォーマンス記入票のデータが使用されます。

• プロファイル管理 - ePerformance では、コンテンツ カタログとプロファイル タイプを使用して、パ
フォーマンス記入票とキャリア開発記入票のコンテンツが提供されます。従業員のパフォーマンス記
入票の評価基準によって従業員のプロファイルを更新することができます。

• エンタープライズ ラーニング マネジメント - ePerformance の記入票には、現在のパフォーマンス評価
期間に関連するラーニング データのリストを表示するラーニング セクションを設定できます。管理者と
従業員は、記入票からエンタープライズ ラーニング マネジメントにアクセスして、従業員のラーニング
データを検索したり、追加することができます。人事部門担当者は、従業員のラーニング コースを検索
したり表示したりできます。

• キャリア プラン - ePerformance の記入票に、従業員のキャリア情報を表示するキャリア プラン サマリ
のセクションを含めることができます。管理者は、このセクションから管理者セルフサービスのトランザ
クションにアクセスして、従業員のキャリア プランを更新できます。

統合に関する注意事項については、このオンライン ヘルプの導入のトピックで説明します。

関連リンク
エンタープライズ ラーニング マネジメントとの統合

ePerformance の導入

PeopleSoft セットアップ マネージャを使用すると、導入する機能に基づいて、実行する必要のある設定タ
スクのリストを生成できます。この設定タスクには、設定する必要のあるコンポーネントが、コンポーネント
テーブルにデータを入力する順番にリストされ、関連する製品ドキュメントへのリンクも含まれます。

PeopleSoft には、既存システムからプロファイル管理ビジネス プロセスのテーブルへデータをロードするコ
ンポーネント インターフェイスも用意されています。テーブルへのデータのロードには、これらのコンポーネン
ト インターフェイスと共に Excel to Component Interface ユーティリティを使用します。

その他の情報ソース

導入プランの設定段階では、導入ガイド、テーブルへのデータ ロードの手順、データ モデル、ビジネス プロ
セス マップなど、PeopleSoft 内にある全ての情報を活用してください。

『PeopleTools: Setup Manager』も参照してください。

関連リンク
Application Fundamentals
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第2章

ePerformance の設定

システム設定の定義

ePerformance のシステム設定を定義するには、ePerformance コンポーネント (EP_INSTALLATION) を使
用します。

このトピックでは、ePerformance のシステム設定の概要、およびシステム設定の定義方法について説明
します。

システム設定の定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ePerformance ページ EP_INSTALLATION システム設定を定義します。

システム設定について
ある種の処理オプションは、システム設定により制御されています。以下のシステム設定は事前定義さ
れていますが、それぞれのビジネス要件に合わせて変更することができます。

• 基本言語以外の言語による記入票の作成。

• デバッグ設定。

• 作成する記入票 ID の開始番号。

• 記入票選択ページに表示させるフィールド。

• 自動作成される電子メール通知。

ePerformance ページ
ePerformance ページ (EP_INSTALLATION) を使用してシステム設定を定義します。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [インストール], [製品別設定], [ePerformance インストール], [ePerformance]

画像: ePerformance ページ (1/2)

次の例では、ePerformance ページ (1/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。
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画像: ePerformance ページ (2/2)

次の例では、ePerformance ページ (2/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

最終記入票 ID 作成する記入票 ID の開始番号を入力します。最終記入票 ID
に 1 を追加した値が、自動作成される記入票 ID になります。

警告 このフィールドに表示されている値より小さい番号を入力
すると、予期しない結果が生じる可能性があります。

評価レベル自動計算のデバッグ このチェック ボックスをオンにすると、記入票で評価レベル
が計算されるたびに、デバッグ/トレース ログが生成されま
す。ePerformance 人事部門担当者は、デバッグ/トレース結果
ページを使用して、記入票に対する各計算結果を確認すること
ができます。

作成したテンプレートを使用した場合に予想外の計算結果が生
じないかテンプレートの設定をテストする場合に、このログを利
用できます。
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警告 デバッグ/トレース ログの生成は、システム パフォーマンス
に大きな負担を与えます。このチェック ボックスをオンにするの
は、ePerformance の設定をテストしたり、問題がありそうな計算
をデバッグしたりする場合だけにしてください。

評価実施言語で上書き このチェック ボックスをオンにすると、システムの基本言語以外
の言語で記入票を作成できるようになります。このチェック ボッ
クスをオフにすると、記入票は全てシステムの基本言語で作成
されます。

基本言語は、PeopleTools の言語のインストール ページで定義
します。

PS 検証可 このチェック ボックスをオンにして、詳細項目履歴のオーディッ
トを有効にします。

使用したいオーディットをオンにするには、このチェック ボック
スをオンにするだけでなく、アプリケーション デザイナも使用す
る必要があります。EP_APPR_B_ITEM オブジェクトの [レコー
ド フィールド プロパティ] ダイアログ ボックスで [オーディット]
フィールドを選択します。

このオーディットが有効になっている場合、条件データの設定に
使用する記入票ページに [修正履歴] リンクが表示されます。
ユーザーはこのリンクをクリックして、修正履歴ページ (EP_ITEM
_MOD_HISTRY) にアクセスできます。ここには、フィールド名
別に前後の値が表示されます。出荷時は詳細項目履歴のオー
ディットはオフになっています。このオーディットはデータベース
トリガによって制御されます。

『PeopleTools: Application Designer Developer's Guide』のト
ピック「Setting Record Field Use Properties」を参照してくださ
い。

自動保存の有効化 このチェック ボックスをオンにして、ePerformance の自動保存
機能を有効にします。

注: 自動保存機能が正常に機能するように、ブラウザのポップ
アップ ブロッカを必ず無効にしてください。

セキュリティのために、PeopleTools で非アクティブ状態の警告
をユーザーに表示し、特定のタイムフレーム内にユーザーが警告
メッセージに応答しない場合はブラウザ セッションをタイムアウ
トする機能を設定できます。自動保存機能がオンになっている
場合、記入票はブラウザ セッションがタイムアウトする前に自動
的に保存され、非アクティブ状態が原因でユーザーの未保存の
データが失われることが回避されます。
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自動保存機能がオンになっている場合、この機能は EP_APPR
_BASE および EP_APPR_MAIN コンポーネントの全てのパ
フォーマンスおよびキャリア開発記入票ページ (モーダル ページ
を含む) に適用されます。これらは、評価基準の定義、期間途中
の進捗の追跡、自己評価、管理者の評価、および同僚の (また
は他のロールベースの) 評価の入力に使用します。

この機能は、評価メモではサポートされていません。

電子メール通知の設定

通知の自動生成と送信の対象とするイベント タイプの横にあるチェック ボックスをオンにします。イベ
ント タイプは、構成を明確化するために、[記入票作成]、[評価要素の定義および進捗追跡]、[指名]、[評
価]、および[管理タスク] のカテゴリに分類されます。

いくつかのイベント タイプは通知受信者が管理者または従業員に設定されています。これは、イベント
を実行するロールによって受信者が決定されることを意味します。たとえば、管理者が評価基準記入票を
承認し、評価基準の承認イベント タイプが有効になっている場合、記入票の従業員に通知が送信されま
す。

記入票選択ページに表示するフィールド

セルフサービスでユーザーが選択する記入票のリストに表示させるフィールドを指定します。

「記入票へのアクセス」を参照してください。

Microsoft Outlook インテグレーション

ePerformance Notes との電子メール統
合

選択すると、ユーザーが Microsoft Outlook から電子メール内容
を直接評価メモに挿入できる機能が有効になります

Outlook タスクに統合 選択すると、Microsoft Outlook にタスクを作成する機能が有効
になり、ユーザーはパフォーマンス記入票およびキャリア開発記
入票で期日を管理できるようになります。

タスク期日以前のリマインダ日数 タスク リマインダを設定する期日以前の日数を入力しま
す。[Outlook タスクに統合] フィールドが選択されている場合、
この情報を入力します。

雇用終了時に記入票をキャンセル

雇用終了時に記入票をキャンセル 選択すると、HR システムで雇用終了した従業員の進行中の記
入票を自動的にキャンセルする機能が有効になります。

デフォルトでは、このオプションはオフになっており、後続フィー
ルドは表示されません。
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全ての記入票タイプ 選択すると、雇用終了した従業員の全ての記入票タイプの現
在の記入票がプロセスによってキャンセルされます。

[選択した記入票タイプ] および [記入
票タイプ]

選択すると、特定の記入票タイプに関連付けられている現在の
記入票がプロセスによってキャンセルされます。

選択されているとき、[記入票タイプ] セクションで記入票タイプ
を追加します。

プロファイル管理の利用

このトピックでは、評価モデル、コンテンツ カタログおよびプロファイル タイプの概要について説明しま
す。

評価モデルの利用
ePerformance では、評価モデルを使用して従業員のパフォーマンスまたは能力レベルを評価します。評
価モデルには、従業員のパフォーマンスを評価する際に使用される A、B、C または 1、2、3 などの評価レ
ベルを定義します。

評価モデルは、パフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票を構成するセクションに割り当てられま
す。これにより、管理者、従業員および同僚は、該当分野での従業員のパフォーマンスを最も的確に表す
評価レベルを選択することができます。

評価レベルには、特定の能力レベルに該当する従業員の行動を詳細に記述するために使用する追加説
明を含めることができます。これらの追加説明は、パフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票に表
示されます。

Defining Rating ModelsPeopleSoft Human Resources Manage Profiles を参照してください。

コンテンツ カタログの利用
ePerformance では、コンテンツ カタログに定義されたコンテンツ タイプとコンテンツ アイテムを使用して、
従業員を評価する項目 (アイテム) を特定します。コンテンツ タイプは、同種のコンテンツ アイテムをグ
ループ化したカテゴリとして使用することができます。コンテンツ アイテムとは、評価する特定の項目のこ
とです。

コンテンツ タイプは、記入票テンプレートと、パフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票の構成に含
まれるセクションに関連付けられます。ePerformance では、コンテンツ タイプを使用して、記入票テンプ
レートとパフォーマンス記入票に追加可能なコンテンツ アイテムのカテゴリを定義します。

次のリストに、ePerformance に標準で用意されているコンテンツ タイプのうち、主に使用されるいくつか
を示します。

• ミッション
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ミッションとは組織の目的やビジョンのことです。通常、組織のミッションは上級管理者によって定義
され、役員会議や上級社員会議で承認されます。ただし、イニシアティブ、目標、および責務を作成し
やすいように、ビジネス ユニットでミッションを定義することもあります。記入票の項目として 1 つまた
は複数のミッションを設定できますが、ほとんどの場合この情報は参照専用です。

• イニシアティブ

イニシアティブとは、組織のミッションを裏付け、ミッションを方向付ける、上位レベルのプラン、アク
ティビティ、または目標のことです。イニシアティブは通常、目標と責務を作成する際に参考にされま
す。1 つの期間内に同時に複数のイニシアティブを設定する組織もあります。

• 目標

目標とは、達成したい特定の成果のことです。目標には通常、達成すべき対象や、望ましい結果が達
成されたときの状況を記述します。

• 責務

通常、責務は職種に基づいています。多くの場合、特定のタスクに細分化されます。

• コンピテンシー

コンピテンシーは、従業員の現在の任務と直接関係があり、技能、能力、知識、職務態度などを含みま
す。具体的には、オフィス機器の使用熟練度、特殊な製造工程に関する知識、財務計画の経験など
が挙げられます。

コンテンツ タイプが定義されると、コンテンツ アイテムとコンテンツ タイプの関連付けを開始することが
できます。

次の表に、ePerformance でのコンテンツ カタログのコンテンツ タイプとコンテンツ アイテムの設定方法
の例を示します。

ミッション イニシアティブ 目標 責務 コンピテンシー

• 紙製品の大手サ
プライヤに成長す
る。

• 高い顧客価値を得
る。

• 研究機関として有
名な大学になる。

• 株主価値を高め
る。

• 顧客の生産性を上
げる。

• 革新的なソリュー
ションを提供する。

• 顧客満足度を
10% 上げる。

• 現金準備を増や
す。

• 会計年度末までに
運営費を 3% 削減
する。

• 四半期の期末処
理に関与する。

• 会計基準を遵守す
る。

• 四半期と年次の財
務報告書を準備す
る。

• 抽象的思考力。

• 分析的思考力。

• 概念的思考力。

新規のコンテンツ タイプとコンテンツ アイテムを作成する必要がある場合は、この表でプロファイル管理
と ePerformance の間のフィールド マッピングを参照してください。
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プロファイル管理内のマッピング元フィールド ePerformance 内のマッピング先フィールド

JPM_CAT_TYPE EP_JPM_CAT_TYPE

JPM_CAT_ITEM_ID EP_JPM_CAT_ITEM_ID

EFFDT EFFDT

EFF_STATUS_DESCR EFF_STATUS

JPM_DESCR90 EP_TITLE

RATING_MODEL RATING_MODEL

JPM_DATE_1 EP_ITEM_DUE_DT

JPM_DATE_2 EP_ITEM_REMIND_DT

JPM_TEXT1325_1 EP_DESCR254

JPM_TEXT1325_2 EP_MEASURE

注: ePerformance では、サブアイテムをアイテムに関連付けることができます。プロファイル管理ビジネス
プロセスでこれを行うには、コンテンツ アイテムを別のコンテンツ アイテムの子として定義し、親子関係を
設定します。

Defining Content ItemsPeopleSoft Human Resources Manage Profiles を参照してください。

プロファイル タイプの利用
プロファイル タイプとは、個人またはビジネス エンティティの定性的属性を記述したコンテンツ アイテム
の集まりです。プロファイル タイプが個人の記述に使用される場合は、個人プロファイルと呼ばれます。
プロファイル タイプが職務、ビジネス ユニット、職務系列などのビジネス エンティティの記述に使用され
る場合は、非個人プロファイルと呼ばれます。

ePerformance では、以下の方法でプロファイルを使用できます。

• 非個人プロファイルのコンテンツ アイテムを記入票テンプレートにダウンロードする。

• 非個人プロファイルのコンテンツ アイテムをパフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票にダウ
ンロードする。

• 従業員の個人プロファイルを更新または作成する (ePerformance では、この目的では全ての個人プ
ロファイル タイプがサポートされます)。

注: ePerformance では、非個人プロファイルから記入票テンプレート、パフォーマンス記入票またはキャリ
ア開発記入票にコンテンツ アイテムをダウンロードするために、次の非個人プロファイル識別タイプがサ
ポートされます。職務コード、職務系列、職種、ポジション、給与プランと給与等級、法定区域、会社、ビジ
ネス ユニット、所在地と部門です。
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非個人プロファイルから ePerformance 記入票にアイテムが追加されると、ePerformance で次のフィール
ドがプロファイル レコードからダウンロードされます。

非個人プロファイル内のマッピング元フィールド ePerformance 内のマッピング先
フィールド

ePerformance のフィールド ラベル

JPM_CAT_ITEM_ID EP_JPM_CAT_ITEM_ID 項目 ID

RATING_MODEL RATING_MODEL 評価モデル

JPM_RATING1 EP_TARGET_RATING 目標評価レベル

JPM_PCT_1 EP_WEIGHT 加重

JPM_PCT_2 EP_MIN_WEIGHT 最低加重

JPM_MANDATORY EP_ITEM_MANDTRY_SW 必須

JPM YN 1 EP_ITEM_CRIT_SW 重要

JPM_DATE_1 EP_ITEM_DUE_DT 期日

JPM_DATE_2 EP_ITEM_REMIND_DT 警告日

次のフィールドは常にコンテンツ カタログから移入されます。

• JPM_DESC90

• JPM_TEXT_1325_1

• JPM_TEXT_1325_2

Understanding Profile ManagementPeopleSoft Human Resources Manage Profiles を参照してください。

承認と評価面接の利用

ePerformance では、承認 (PTAF_TXN) コンポーネントを使用して承認プロセスを定義しま
す。ePerformance には多数の記入票の承認形態があり、そのうちのいくつかには、以下のような承認要
素が含まれます。

• 管理者のみ

1 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザクションは承認担当の管理者に送信されます。

• 管理者から人事部門担当者

2 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザクションはまず承認担当の管理者に送信され、
次に人事部門担当者に送信されます。
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• 人事部門担当者のみ

1 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザクションは人事部門担当者に送信されます。

承認プロセス定義は、記入票タイプ ページを使用して記入票タイプに関連付けられます。

承認プロセス定義を記入票タイプに割り当てるだけでなく、パフォーマンス評価プロセスにおいて評価面
接をいつ行うかを定義することもできます。

「評価面接および承認プロセスについて」を参照してください。

電子メールからの記入票の承認
ePerformance では、デフォルトで、管理者が承認のためにパフォーマンス記入票またはキャリア開発記入
票を送信すると、管理者、人事部門担当者、またはこれら両方に (テンプレート定義レベルでの設定に応
じて) 電子メール通知が送信されます。HTML 電子メール メッセージから、承認者は該当するリンクをク
リックして、記入票の承認、却下、または差戻しをすることができます。承認者がより多くの情報に基づい
て意思決定を行えるように、記入票タイプ、評価期間、評価レベル、承認履歴、コメント履歴などの記入票
のサマリ情報が電子メール内容として表示されます。人事部門担当者によって設定されている場合は、
記入票自体を電子メールに添付ファイルとして添付して、承認者が電子メール上で記入票を承認または
却下する前に、記入票全体を確認できるようにすることができます。

注: パフォーマンス記入票を承認電子メールに添付ファイルとして含めることを設定するに
は、トランザクション設定ページで [PerformanceManagement] プロセスの電子メール処理
クラスとして [emailActionOptions] を選択します。記入票を承認電子メールに含めない場合
は、[emailActionOptionsNoAttachment] を選択します。

承認者は、電子メール上の記入票承認リクエストの表示リンクをクリックして記入票承認ステータス詳細
の照会ページにアクセスし、承認リクエストのステータスと評価承認チェーンを確認できます。

PeopleSoft 9 2 HTML 電子メールによる承認

委任の利用

ePerformance では、人事部門担当者と管理者は PeopleSoft 委任フレームワークを使用して、システム内
の個人に次の操作を承認できます。

• パフォーマンス記入票およびキャリア開発記入票の承認。

• パフォーマンス記入票およびキャリア開発記入票の更新。

HCM アプリケーションでの委任の設定および利用の詳細については、Working with Self-Service
DelegationApplication Fundamentals を参照してください。

https://docs.oracle.com/cd/E62094_01/psft_html_email_apprvls_ui.html
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記入票承認の委任

承認者は、休暇中に記入票承認の責務を同僚または部下に委任できます。承認トランザクションを委任
するには、次の手順に従います。

1. 委任トランザクション設定ページで、パフォーマンス記入票の承認 (EP_APPRAISAL) トランザクションを
アクティブ化する必要があります。このトランザクションは、デフォルトで非アクティブになっています。

2. 管理者は、委任期間を指定して、パフォーマンス記入票の承認トランザクションを選択し、[セルフサービ
ス] メニューの下にある委任管理コンポーネントを使用して代理人を割り当てることにより、委任リクエ
ストを作成します。

人事部門担当者は、[人事・労務管理] メニューで、管理者の代わりに委任リクエストを追加できます。

3. リクエストを送信します。

リクエストを受諾した代理人には、指定された委任期間中、承認者の代わりに記入票を承認する権
利を付与されます。

記入票を更新する権限の委任

管理者および人事部門担当者は、休暇中に同僚または部下に委任して、パフォーマンス記入票および
キャリア開発記入票を更新できます。ePerformance 記入票更新トランザクションを委任するには、次の手
順に従います。

1. 対応するキャリア開発記入票の更新 (キャリア開発記入票の場合) およびパフォーマンス記入票の更新
(パフォーマンス記入票の場合) トランザクションがアクティブ化されていることを確認してください。こ
れらは、デフォルトでアクティブに設定されています。

2. 管理者は、委任期間を指定して、ePerf キャリア開発記入票の更新または ePerformance 記入票の更新ト
ランザクションを選択し、[セルフサービス] メニューの下にある委任管理コンポーネントを使用して代
理人を割り当てることにより、委任リクエストを作成します。

人事部門担当者は、[人事・労務管理] メニューで、管理者の代わりに委任リクエストを追加できます。

3. リクエストを送信します。

リクエストを受諾した代理人には、指定された委任期間中、承認者の代わりに記入票を更新する権
利を付与されます。

セルフサービス ページと電子メール通知の変更

このトピックでは、電子メール通知を送信するための事前設定と、以下の内容について説明します。

• ePerformance のテキスト カタログの設定。

• テキストの置換。
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• 通知。

ePerformance では、セルフサービスのページに表示されたり、自動作成される電子メール通知に出力され
る標準のテキストが用意されています。これらのテキストは、テキスト カタログに格納されています。テキ
スト カタログのテキストを必要に応じて変更したり、ビジネス要件に合ったテキストを新しく作成したりす
ることができます。

関連リンク
Configuring the Text CatalogApplication Fundamentals

電子メール通知の事前設定
電子メール通知とワークフロー通知が正常に機能するように設定するには、次の手順に従います。

1. ワークリスト デフォルト設定ページを使用して電子メールを有効にします。

2. システム ワークフロー ルール ページを使用して、作成者への通知に使用する方法を定義します。

3. ユーザー基本設定の通知方法を定義します。

4. 電子メール アドレス ページでユーザーの電子メール アドレスを定義します。

5. ユーザー プロファイルのワークフロー ページで、ルート設定として電子メール ユーザーを選択します。

Configuring Self-Service TransactionsApplication Fundamentals を参照してください。

ePerformance のテキスト カタログの設定
ePerformance では、セルフサービスのページに表示されるテキストはテキスト カタログに格納されていま
す。これらのテキストは、フィールド ラベル、ボタン名、リンク、ページ説明、警告などに使用されます。また、
自動作成される電子メール通知の本文や件名としても使用されます。テキスト カタログでテキストを編集
することにより、ページに表示されるテキストや電子メールのメッセージ テキストを変更できます。

テキスト カタログは、それを使用するアプリケーションごとに分割されています。各パーティションは、それ
ぞれ異なる方法でデータを格納したり、データにアクセスしたりできます。ePerformance に属するテキスト
カタログ アイテムにアクセスするには、"テキスト カタログの更新" 検索ページでオブジェクト オーナー ID
に HEP と入力します。

以下は、ePerformance に適用される独自の設定です。

サブ ID

ePerformance のテキスト カタログ エントリは、記入票タイプ (パフォーマンスおよびキャリア開発) とビジ
ネス目標ごとに区分されています。テキスト カタログ エントリを検索するには、次の表に示されている手
順に従います。
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サブ ID 説明

キャリア開発記入票 [サブ ID] フィールドに D と入力します。

パフォーマンス記入票 [サブ ID] フィールドを空欄のままにします。

目標 (ビジネス目標) [サブ ID] フィールドに O と入力します。

記入票のテキスト カタログ キー
ePerformance では、パフォーマンス記入票とキャリア開発記入票のエントリを格納および検索するため
に、これらのキーが指定されています。

セクション タイプ セクション定義ページで定義したセクション タイプのリストから、
テキストを関連付けるセクション タイプを選択します。

記入者タイプ ロール タイプ ページで定義したロール タイプのリストから、テキ
ストが表示される評価の評価者のロールを選択します。

ユーザー ロール あらかじめ定義されているシステム ロールのリストから、テキス
トを関連付けるシステム ロールを選択します。この適用条件は、
更新や承認といった、ユーザーのシステム権限に応じてテキスト
を選択する場合に使用されます。

記入票ステータス テキストに割り当てるステータスを、承認済、従業員と共有、キャン
セル、完了、評価要素の定義、評価進行中、未処理、承認、保留通
知、または進捗追跡から選択します。

進捗追跡サブ ステータス テキストを関連付けるチェックポイントの数 (1 から 11) または F
(評価要素の確定ステップ) を選択します。

システムでカタログからテキストを検索する際には、次のようになります。

• セクション タイプ キーが記入者タイプよりも優先されます。

• 記入者タイプがユーザー ロールよりも優先されます。

• ユーザー ロールが記入票ステータスよりも優先されます。

• 記入票ステータスが追跡進捗サブ ステータスよりも優先されます。

注: 適用条件を空白のままにすると、ワイルドカードとして機能します。適用条件がワイルドカードの場合、
その適用条件の全ての値にテキストが関連付けられます。
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ePerformance での記入票テキスト検索の例

たとえば、記入票の目標セクションを作成させるための指示メッセージを 2 種類定義するとします。1 つは
従業員用のメッセージで、もう 1 つは管理者用のメッセージです。この場合、前述の 4 つの適用条件を次
の表のように定義します。

テキスト ID セクション タイプ (
適用条件 1)

記入者タイプ (適用
条件 2)

ユーザー ロール (適
用条件 3)

記入票ステータス (
適用条件 4)

進捗追跡サブ ス
テータス (適用条件
5)

任意の ID 目標 空白 従業員 空白 空白

任意の ID 目標 空白 管理者 空白 空白

最初に、適用条件 1 (セクション タイプ) が完全に一致するテキストが検索されます。適用条件の値 (ワイ
ルド カードを含む) に一致するテキストが複数検出された場合、これらのテキストに対してのみ他の適用
条件が確認され、最も一致するテキストが選択されます。この例では、両方のエントリのセクション タイプ
が "目標" であるため、適用条件 2 (記入者タイプ) が確認されます。ここでも同じロジックが適用されま
す。この場合、両方の値がワイルド カードであるため、両方のエントリに適用の可能性が残ります。次に、
適用条件 3 (ユーザー ロール) が検索され、"管理者" に一致するテキストが検出されます。適用条件 4 が
空白のエントリは、適用条件 3 に一致するエントリが見つからなかった場合に検索対象となります。同様
に、適用条件 5 が空白のエントリは、他の 4 つの適用条件を使用して一致するエントリが見つからなかっ
た場合に検索されます。

記入票のテキスト置換
テキスト カタログのテキスト置換機能は、PeopleTools のメッセージ カタログの置換機能と同じ働きをしま
す。実行時に PeopleCode 関数呼び出しで使用されるトークンの文字列を指定します。トークンは、テキスト
が記入票で使用されるときに、PeopleCode のパラメータの値に置き換えられます。

この機能を使用するには、PeopleCode の知識が必要です。置換トークンに異なる意味を持たせる、または
順番を変えるなど、システムに用意されているテキスト ID を更新する場合は、その内容に合わせて、テキ
スト カタログの検索関数を呼び出す PeopleCode も変更する必要があります。というのは、この関数によ
り、トークンの代わりに使用する値がコピーされるためです。

ePerformance によって用意されているトークンと、各トークンによって置換されるテキストは以下のとおり
です。以下のリストから置換トークンを 5 つまでテキストに挿入することができます。

• %1: 記入票タイプ テーブル (EP_REVW_TYP_TBL) の記入票タイプ。

• %2: 名、姓の順でフォーマットされた従業員名。

• %3: 従業員 ID。

• %4: 評価期間開始日。

• %5: 評価期間終了日。
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• %6: 評価期日。

• %7: コンポーネント リンク。クリックすると該当する評価ページが直接表示されます。

• %8: バックグラウンド処理で記入票が正常に作成された従業員のリスト。

• %9: 記入票が作成されなかった従業員のリスト。

• %10: フォーム作成メッセージ。実行されるプロセスのタイプによって、2 種類のメッセージのどちらが表
示されるかが決まります。

• %11: 管理者の名前。

• %12: ePerformance の記入票に追加、更新、コピーまたは継承された項目のリスト。

あらかじめ用意されている記入票の電子メール テキスト エントリ
次の表に、ePerformance で、自動作成される電子メール通知で使用するために用意されているテキスト
を示します。これは、送信する通知の宛先や差出人を指定します。ほとんどのテキストは、2 種類用意され
ています。1 つは -SBJ というサフィックスを持つもので、電子メールの件名に使用されます。これに対応す
るもう 1 つのテキストは -BDY というサフィックスを持ち、電子メール メッセージの本文に使用されます。記
入票のステータス変更やアクション リクエストによって通知が送信される場合、自動作成される本文のテ
キストには、該当する評価へのリンクが出力されます。

テキスト カタログ ID 受信者 作成される条件

ADHOC-BASE-SBJ

ADHOC-BASE-BDY

管理者または従業員 評価要素の記入票からアドホック メッセージが送信されたとき。

ADHOC-MAIN-SBJ

ADHOC-MAIN-BDY

管理者または従業員 記入票の評価ページからアドホック メッセージが送信されたとき。

ADHOC-NOM-SBJ

ADHOC-NOM-BDY

多面評価の評価者の候補
者

記入票の評価者の指名ページからアドホック メッセージが送信され
たとき。

BASE-COMPLETE-SBJ

BASE-COMPLETE-BDY

管理者または従業員 管理者が進捗追跡 - 評価要素の確定ステップを完了したとき。

BASE-CREATE-SBJ

BASE-CREATE-BDY

管理者または従業員 管理者、従業員または ePerformance の人事部門担当者によってパ
フォーマンス記入票またはキャリア開発記入票が作成されたとき。

BASE-REOPEN-SBJ

BASE-REOPEN-BDY

管理者または従業員 管理者または従業員によって、(評価要素の定義ステップの) 評価
基準が再オープンされたとき。

有効になっている場合、評価要素の定義ステップは評価プロセス
の最初のステップです。
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テキスト カタログ ID 受信者 作成される条件

BASELINE-UPDMGR-
SBJ

BASELINE-UPDMGR-
BDY

管理者 管理者が評価要素の記入票に項目を追加したとき。

CHG-DUEDATE-SBJ

CHG-DUEDATE-BDY

管理者、従業員、および多
面評価の評価者

ePerformance の人事部門担当者または管理者によって、記入票の
期日が変更されたとき。

CHG-STATUS-SBJ

CHG-STATUS-BDY

管理者、従業員、および多
面評価の評価者

ePerformance の人事部門担当者または管理者によって、記入票の
ステータスが評価進行中にリセットされたとき。この状況は、誤って次
のステップに記入票の処理を進めてしまった場合に生じることがあ
ります。

CHKPOINT-COMP-SBJ

CHKPOINT-COMP-BDY

従業員 管理者がチェックポイントを完了にしたとき。

CHKPOINT-SKIP-SBJ

CHKPOINT-SKIP-BDY

従業員 管理者がチェックポイントをスキップしたとき。

CREATE-MGRDOC-SBJ

CREATE-MGRDOC-BDY

管理者 ePerformance の人事部門担当者がバッチ処理を使用して記入票
を作成したとき。

CREATE-ROLEDOC-SBJ

CREATE-ROLEDOC-BDY

従業員 ePerformance の人事部門担当者がバッチ処理を使用して記入票
を作成したとき。

CRITERIA-APRV-SBJ

CRITERIA-APRV-BDY

管理者または従業員 評価要素の定義ステップが承認されたとき。

DOC-CANCEL-SBJ

DOC-CANCEL-BDY

管理者と従業員 ePerformance の人事部門担当者または管理者によって、記入票が
キャンセルされたとき。

EE-ACKNOWLEDGE-SBJ

EE-ACKNOWLEDGE-
BDY

管理者 従業員が評価面接の内容を受諾したとき。

EMPDOC-COMPLT-SBJ

EMPDOC-COMPLT-BDY

管理者 従業員が従業員評価を完了にしたとき。

EVAL-CANCEL-SBJ

EVAL-CANCEL-BDY

管理者、従業員、および多
面評価の評価者

ePerformance の人事部門担当者、管理者、または従業員によって、
記入票がキャンセルされたとき。

MGRDOC-COMPLT-SBJ

MGRDOC-COMPLT-BDY

従業員 管理者が管理者評価を完了にしたとき。
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テキスト カタログ ID 受信者 作成される条件

NOM-ACCEPT-SBJ

NOM-ACCEPT-BDY

管理者または従業員 評価者に指名された従業員によって、多面評価の評価者としての
指名が受諾されたとき。

NOM-CANCEL-SBJ

NOM-CANCEL-BDY

被指名者 多面評価の評価者としての指名がキャンセルされたとき。

NOM-DECLINE-SBJ

NOM-DECLINE-BDY

管理者または従業員 評価者に指名された従業員によって、多面評価の評価者としての
指名が拒否されたとき。

NOM-SUBMIT-SBJ

NOM-SUBMIT-BDY

評価者 多面評価の評価者としての指名通知が、被指名者に送信されたと
き。

OTHDOC-COMPLT-SBJ

OTHDOC-COMPLT-BDY

管理者/従業員 多面評価の評価者が、評価者評価を完了したとき。

ROLEDOC-COMPLT-SBJ

ROLEDOC-COMPLT-
BDY

管理者 従業員が評価の確認を完了したとき。

RQST-ACK-SBJ

RQST-ACK-BDY

従業員 管理者が評価を保留通知にしたとき。面接内容の公式な受諾を要
請するメッセージが従業員に送信されます。

RQST-REVIEW-SBJ

RQST-REVIEW-BDY

従業員 管理者が管理者記入票のステータスを従業員と共有に変更したと
き。

TP-REOPEN-SBJ

TP-REOPEN-BDY

管理者または従業員 管理者が (進捗追跡) 評価要素の確定ステップを再オープンしたと
き。

評価要素の確定ステップは、進捗追跡ビジネス プロセスの一部で
す。有効になっている場合、これは評価プロセスの 3 番目のステッ
プです。

TRANSFER-MGR-SBJ

TRANSFER-MGR-BDY

新管理者 人事部門のパフォーマンス管理担当者または管理者によって、記入
票が新しい管理者に移管されたとき。

TRKPROG-SHARE-SBJ

TRKPROG-SHARE-BDY

管理者または従業員 進捗追跡ビジネス プロセスでコメントが共有されるとき。

以下の通知メッセージは、電子メールの本文テキストとしてのみ使用されます。
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テキスト カタログ ID 受信者 作成される条件

MGR-FAIL-LIST 管理者 人事部門担当者によって管理者および従業員の記入票が作成され
たが、作成されなかった従業員の記入票があるとき。このメッセージに
は、記入票が作成されなかった従業員のリストが出力されます。

DO-NOT-RESPOND 管理者と従業員 これは、全ての自動通知で使用されます。

ビジネス目標のテキスト カタログ キー
ePerformance では、ビジネス目標のエントリを格納および検索するために、これらのキーが指定されてい
ます。

階層方式 目標プラン ページで定義した階層方式のリストから、テキストを
関連付ける方式を選択します。

セクション タイプ 目標セクション定義ページで定義したセクション タイプのリスト
から、テキストを関連付けるセクション タイプを選択します。

カタログからテキストを検索する際には、階層方式がセクション タイプよりも優先されます。

注: 適用条件を空白のままにすると、ワイルドカードとして機能します。適用条件がワイルドカードの場合、
その適用条件の全ての値にテキストが関連付けられます。

ビジネス目標のテキスト置換
ePerformance の記入票とビジネス目標では、テキスト置換の動作は同じです。ePerformance には、ビジ
ネス目標で使用するために以下のトークンとテキスト置換が用意されています。

• %1: 目標項目の変更日。

• %2: セクション名のラベル。

• %3: セクション レコード番号。

• %4: セクション タイプ。

• %5: 名、姓の順でフォーマットされた従業員名。

「記入票のテキスト置換」も参照してください。

あらかじめ用意されているビジネス目標の電子メール テキスト エントリ
次の表に、ePerformance で、自動作成される電子メール通知で使用するために用意されているテキスト
を示します。これは、送信する通知の宛先や差出人を指定します。ほとんどのテキストは、2 種類用意され
ています。1 つは -SBJ というサフィックスを持つもので、電子メールの件名に使用されます。これに対応す
るもう 1 つのテキストは -BDY というサフィックスを持ち、電子メール メッセージの本文に使用されます。ビ
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ジネス目標のステータス変更やアクション リクエストによって通知が送信される場合、自動作成される本
文のテキストには、対応するページへのリンクが出力されます。

テキスト カタログ ID 受信者 作成される条件

PUB-OWNERS-SBJ

PUB-OWNERS-BDY

ページ オーナー 目標ページがパブリッシュされたとき。

PUB-ORGAN-SBJ

PUB-ORGAN-BDY

組織 目標ページがパブリッシュされたとき。

TRANS-SUB-NEW

TRANS-NEW-OWNER

新規ページ オー
ナー

目標ページが新規オーナーに転送されたとき。

TRANS-SUB-OLD

TRANS-OLD-OWNER

旧ページ オーナー 目標ページが旧オーナーから他の人に転送されたとき。

CREATE-PAGE-SBJ

CREATE-PAGE-BDY

ページ オーナー 目標ページが作成されたとき。

SUBMIT-PAGE-SBJ

SUBMIT-PAGE_BDY

ページ オーナー 目標ページがパブリケーション用に送信されたとき。

CASCADE-OBJ-EE-SBJ

CASCADE-OBJ-EE-BDY

従業員 1 つ以上の目標項目が従業員のパフォーマンス記入票に継承
されたとき。

CASCADE-OBJ-MG-SBJ

CASCADE-OBJ-MG-BDY

管理者 1 つ以上の目標項目が、管理者の直属部下のパフォーマンス
記入票に継承されたとき。
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第3章

記入票テンプレートの設定

記入票テンプレートについて

記入票テンプレートには、評価プロセスで評価者によって使用される、特定の記入票インスタンスの作成
に必要な情報が保存されます。記入票テンプレートにある各オプションにより、次のことが定義されます。

• 承認プロセスに関与できるロール。

• 各ロールが実行できるアクティビティ。

• 承認プロセスに含まれるステップ。

• 評価対象の項目。

画像: ePerformance のコア テーブル、記入票テンプレート、作成された記入票の関係

この図は、ePerformance のコア テーブル、記入票テンプレート、作成された記入票の関係を示していま
す。
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記入票テンプレートの定義の際に行う決定やオプションの選択によって、評価プロセスの方法が変わりま
す。組織の上位レベル用のテンプレートを定義した後、それをコピーして組織内の各レベルに合わせて修
正することもよくあります。たとえば、全ての従業員に対し、共通の目標とイニシアティブのセットを設定
したとします。その後、ビジネス ユニットごとに、この共通の目標とイニシアティブを持つテンプレートをコ
ピーし、それぞれのビジネス ユニットだけに適用される目標とイニシアティブを追加します。

テンプレートを定義する前に、以下の検討を行います。

• 組織で使用する記入票のタイプにはどのような機能が適しているかを検討します。

たとえば、組織によっては、管理者と従業員のコミュニケーションを促進するために記入票を使用し、
評価は割り当てないことがあります。また、単一の総合評点を割り当てることや、記入票に含まれてい
る個々の項目 (目標、責務、コンピテンシーなど) を評価することもあります。

• 記入票テンプレートを構成する際には使いやすさと再利用のしやすさを考慮します。

記入票作成時に正しいテンプレートを迷わず選択し、簡単にテンプレートを管理できるようにするため
には、記入票タイプに関連付けるテンプレートの数を制限します。

• テンプレートには、多くの従業員のニーズに対応できるような、できる限り汎用性の高い内容を定義す
るようにします。

その後、任務プロファイルを使用して、特定の職務コード、職務系列、ポジション、または給与等級に
属する全ての従業員に共通した職務固有のコンピテンシーと責務を追加します。こうすることにより、
たとえば、従業員の年次記入票の構成や説明は共通にして、コンピテンシーや責務を従業員の職務
に合わせて変えるということができます。

ePerformance、キャリア プラン、および後任計画の統合について

ePerformance とキャリア プランおよび後任計画の統合により、パフォーマンス管理、キャリア プラン、後
任計画のビジネス プロセスが緊密に結びつき、これらのプロセスに関与する管理者や人事部門担当者
のユーザー エクスペリエンスが改善されます。このソリューションにより、従業員評価を行っている管理者
は、評価記入票から直接、従業員のキャリア プラン データを表示し、1 回のクリックだけで情報を編集で
きるようになります。後任計画コンポーネントから、管理者は従業員の人事考課や記入票に容易にアクセ
スでき、候補者の推薦や後任の決定が容易になります。管理者は、評価ボックス チャートで人事考課と
キャリア適性評価を確認することによって、候補者どうしの比較も表示できます。

HCM 9.2 の ePerformance の新機能

ePerformance 記入票でのキャリア プラン サマリの表示

ePerformance では、キャリア プラン サマリ用に新しいセクション定義が用意されています。これは、パ
フォーマンス記入票テンプレートとキャリア開発記入票テンプレートの両方に追加できます。実行時に、こ
のセクション (キャリア プラン サマリと呼ばれます) には、管理者が従業員の評価を行っている最中にそ
の従業員のキャリア プランの概要データが表示されます。ePerformance の期間終了日に基づいて、最

http://docs.oracle.com/cd/E57309_01/PSFT_ePerform/psft_eperformance.html
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新のデータが表示されます。たとえば、記入票の終了日が 2011 年 12 月 31 日で、システムにキャリア プ
ランの有効日行が 2 つあり、1 つは 2011 年 10 月 25 日が有効日で、もう 1 つは 2012 年 7 月 8 日が有
効日である場合、2011 年 10 月 25 日の日付行からのデータが表示されます。このセクションには、管理
者がこの情報を更新する必要がある場合のために、管理者セルフサービスのキャリア プランの管理コン
ポーネントにアクセスできるリンクも含まれています。変更内容は

管理者が ePerformance 記入票に戻ったときにリアルタイムでキャリア プラン サマリ セクションに反映さ
れます。キャリア プラン サマリは、自分の記入票で作業している従業員は使用できません。

「セクションの定義」、「評価要素の定義ページ」を参照してください。

後任計画での人事考課と記入票へのアクセス

統合により、従業員の後任計画を行っている人事部門担当者と管理者は、従業員およびその後任候補
者の人事考課や記入票情報に容易にアクセスできます。後任計画の管理コンポーネントから、管理者と
人事部門担当者は従業員の最新の総合評価レベルを表示し、評価レベルのリンクをクリックして、モーダ
ル ウィンドウで対応するパフォーマンス記入票を確認できます。個々の従業員だけでなく、これと同じ機能
をタレント プールの管理コンポーネントを使用したタレント プールの管理にも適用できます。

管理者は、自分の直属部下と間接的部下の人事考課と記入票のみにアクセスできます。

Creating Succession PlansPeopleSoft Human Resources Plan Careers and Successions、およびSuccession
Planning Self-ServicePeopleSoft Human Resources Plan Careers and Successions を参照してください。

評価ボックス チャートでの人事考課とキャリア適性評価の表示

後任計画の評価ボックス機能は、従業員の相互比較による評価を評価ボックス チャートに視覚的に表
示するために使用されます。統合により、人事部門担当者は評価ボックスを設定して、パフォーマンス記
入票で使用された評価モデルにマップしたり、トランスレート テーブルで定義されたキャリア適性をマップ
したりすることができます。評価ボックス定義の軸設定でいずれかのタイプの評価が選択されると、人事
部門担当者はマッピング ページを使用して、定義で定義された軸の評価 (高、中、低など) を、選択した
評価統合 (人事考課またはキャリア適性評価) に存在する各評価値にマッピングできます。キャリア適性
評価については、トランスレート値が提供されます。人事考課については、マッピングの評価モデルを選択
します。

評価ボックス定義で人事考課またはキャリア適性評価が選択されると、[評価の自動ロード] オプション
が有効になり、デフォルトで選択されます。ユーザーが評価ボックス ページにアクセスしてこのオプション
が有効になっている場合、チャートが表示され、ボックス評価グリッドにチャートで使用される従業員評価
があらかじめ移入されます。このオプションが無効になっている場合、ボックス評価チャートはデータなし
で表示されます。チャートにデータを表示するには、ユーザーがボックス評価グリッドに手動で評価を入力
する必要があります。

[評価の自動ロード] オプションが有効になっているとします。実行時に評価ボックスのどこに従業員を表
示するかを決定するために、最初に、後任計画の設定ページの [記入票タイプ] フィールドで選択された
記入票タイプが検索されます。次に、後任計画の有効日に基づいて、その従業員の (後任計画の設定の
記入票タイプと一致している) 最新の完了済の記入票が検索され、その記入票の総合評価が取得され
ます。マッピング ページの情報を使用して、その従業員に対応する軸評価が特定され、従業員がチャート
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内の適切なボックスに配置されます。従業員の総合評価が見つからない場合、その従業員は評価ボック
ス チャートに表示されません。

Setting Up Succession PlanningPeopleSoft Human Resources Plan Careers and Successions、およ
びSuccession Planning Self-ServicePeopleSoft Human Resources Plan Careers and Successions を参照し
てください。

記入票タイプの定義

記入票タイプを定義するには、記入票タイプ コンポーネント (EP_REVIEW_TYPE_TBL) を使用します。

このトピックでは、記入票タイプの概要と設定方法について説明します。

記入票タイプの設定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

記入票タイプ ページ EP_REVIEW_TYPE_TBL 記入票タイプの定義。

記入票タイプについて
記入票タイプとは、年次用、半年用、四半期用、プロジェクト用、業務向上計画用など、組織で使用する
記入票の種別を識別するものです。記入票タイプは、記入票テンプレートを定義し、テンプレートに含まれ
る数多くのフィールドにデフォルト値を指定するときに使用します。

記入票タイプによって、以下の項目も定義されます。

• 給与計画コンポーネントとの統合において記入票を公認対象として使用するか。

• 従業員、管理者、またはその両方が記入票を作成できるようにするか。

• 記入票をコピー可能にするか。

• ユーザーまたはプロファイル タイプによって記入票テンプレートを特定するか。

• 評価プロセスで承認プロセスを使用するか。

記入票タイプを設定するための事前設定
パフォーマンス記入票とキャリア開発記入票のコンテンツのソースとしてプロファイル タイプを使用する場
合、記入票タイプを作成する前に、プロファイル管理ビジネス プロセスでプロファイルを定義しておく必
要があります。

Understanding Profile ManagementPeopleSoft Human Resources Manage Profiles を参照してください。
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記入票タイプ ページ
記入票タイプ ページ (EP_REVIEW_TYPE_TBL) を使用して記入票タイプを定義します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [記入票タイプ], [記入票タイ
プ]

画像: 記入票タイプ ページ

次の例では、記入票タイプ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

公認対象 この記入票タイプで作成された記入票を使用して、グループ別
昇給プラン プロセスで評価レベルや点数を取得したり、昇給
マトリックス ページで評価レベルを取得したりする場合は、この
チェック ボックスをオンにします。

1 人の従業員に対する公認対象の記入票が複数存在する場
合、これらのプロセスでは、最も新しい期間終了日が設定され
た記入票の結果が使用されます。

ここで選択した値が、テンプレート定義ページの [公認対象]
フィールドのデフォルト値になります。

記入票の用途 記入票タイプが使用されるプロセスを選択します。有効なオプ
ションは以下のとおりです。

• パフォーマンス

この記入票タイプはパフォーマンス プランまたはパフォーマ
ンス評価に使用されることを示します。
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• キャリア開発

この記入票タイプは従業員のキャリア開発に使用されるこ
とを示します。

パフォーマンス記入票は "セルフサービス" ページの [自分の記
入票] メニューまたは "管理者セルフサービス" および "管理者"
ページの [パフォーマンス記入票] メニューに表示されます。

キャリア開発記入票はセルフサービス ページの [自分のキャリ
ア開発記入票] メニューまたは "管理者セルフサービス" および
"管理者" ページの [キャリア開発記入票] メニューに表示されま
す。

プロセス開始 [従業員]、[管理者]、またはその両方のチェック ボックスをオン
にして、どのロールで評価プロセスを開始するのかを指定しま
す。このフィールドの値によって、管理者または従業員が、評価
プロセスの開始時にこの記入票タイプを選択できるかどうかが
決まります。

従業員による管理者の選択可 [プロセス開始] フィールドの [従業員] チェック ボックスをオン
にした場合のみ、このチェック ボックスが使用可能になります。

このチェック ボックスをオンにすると、評価プロセス中に管理者
ロールとして機能する個人を従業員が指定することができます。

既存の記入票のコピー [従業員]、[管理者]、またはその両方のチェック ボックスをオン
にして、どのロールが既存の記入票をコピーして新規の記入票
を作成できるのかを指定します。

従業員と管理者のチェック ボックスは、[プロセス開始] フィール
ドの対応するチェック ボックスがオンの場のみ使用可能になり
ます。

「記入票の作成について」を参照してください。

テンプレート ソース 記入票の作成に使用される記入票テンプレートの取得元を指
定するオプションを選択します。以下の値があります。

• ユーザー指定

記入票作成プロセスを開始するユーザーがテンプレートを指
定する必要があることを示します。

• プロファイル管理

テンプレートがプロファイル管理ビジネス プロセスから取得
されることを示します。
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プロファイル タイプ このフィールドは、[テンプレート ソース] フィールドで [プロファイル
管理] オプションを選択した場合に使用できます。

記入票の作成プロセスで記入票テンプレートの特定に使用さ
れるプロファイル タイプを選択します。このフィールドの有効
値のリストには、プロファイル タイプ - 関連先ページの [プロ
ファイル関連先] グループ ボックスに、関連オブジェクトとして
ePerformance テンプレート関連オプションが設定された非個人
のプロファイル タイプのみが表示されます。

デフォルト テンプレート このフィールドは、[テンプレート ソース] フィールドで [プロファイ
ル管理] オプションを選択した場合に使用できます。記入票の
作成プロセスでプロファイル タイプと従業員の職務データに
よって、従業員の非個人プロファイルが決まり、そのプロファイ
ルに関連する ePerformance テンプレートを取得できます。

指定されたプロファイル タイプのテンプレートがシステムで特定
できないときに、この記入票タイプの記入票の作成に使用する
テンプレートを選択します。

注: 記入票タイプはテンプレートの前に定義する必要があるた
め、デフォルトのテンプレートを定義し、このフィールドの値を入
力してから、記入票タイプ ページに戻ります。

定義 ID このタイプの記入票の承認定義を選択します。以下の値があり
ます。

• 管理者のみ

1 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザクショ
ンは承認担当の管理者に送信されます。

• 管理者から人事部門担当者

2 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザ
クションはまず承認担当の管理者に送信され、次に
ePerformance の人事部門担当者に送信されます。

• 人事部門担当者のみ

1 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザクショ
ンは ePerformance の人事部門担当者に送信されます。

定義 ID により、管理者が記入票で [送信] ボタンをクリックした
ときに記入票に対して実行される一連の承認が決まります。こ
こで選択した値が、該当する記入票タイプのテンプレートに関す
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るテンプレート定義ページで [定義 ID] フィールドのデフォルト値
になります。

目標プラン 定義する記入票タイプに関連付ける目標プランを選択します。
目標プランはビジネス目標からパフォーマンス記入票に項目を
関連付け、コピーするために使用されます。

関連リンク
評価面接および承認プロセスについて
記入票テンプレートについて

ロールの定義

ロールを定義するには、記入票ロール (EP_ROLE_TBL) コンポーネントを使用します。

このトピックでは、多面評価によるフィードバックを行うためのロールの概要と、その設定方法について説
明します。

ロールの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

評価者ロール ページ EP_ROLE_TBL ロールを設定します。

ロールについて
ePerformance では、同僚や顧客など、従業員とその管理者以外の評価者からのフィードバックを受け取
れるようにすることができます。多面評価によるフィードバック処理を可能にするには、まずこの処理で評
価者として機能するロールを定義する必要があります。ロールを定義したら、そのロールを多面評価処理で
使用される記入票テンプレートの定義に追加します。

評価者ロール ページ
評価者ロール ページ (EP_ROLE_TBL) を使用してロールを設定します。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [評価者ロール], [評価者ロー
ル]

画像: 評価者ロール ページ

次の例では、評価者ロール ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ePerformance では、管理者ロールおよび従業員ロールがシステム データとして用意されています。顧客、
同僚、およびその他の各ロールは、サンプル データとして提供されています。

注: 管理者ロールおよび従業員ロールの変更、非アクティブ化、および削除は実行できません。これらは
必須データです。

関連リンク
記入票テンプレートについて

パフォーマンス カレンダーの定義

このトピックでは、パフォーマンス カレンダーの概要とその定義方法について説明します。

パフォーマンス カレンダーの定義に使用されるページ
ページ名 定義名 用途

パフォーマンス カレンダー ページ EP_CALENDAR パフォーマンス カレンダーを定義します。

パフォーマンス カレンダーについて
ePerformance では、評価プロセスで各種ステップの期日を設定する方法が 2 つあります。

• 記入票テンプレート定義で、期間終了日の前後の日付の日数を指定する方法。

• パフォーマンス カレンダー コンポーネントを使用して、実際の期日を指定する方法。
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管理者は、パフォーマンス カレンダーを使用して、確認されているカレンダー期間内の実際の日付を、評
価要素承認、チェックポイント、評価要素の確定、評価者の指名および評価の期日として記入票で指定
します。このメカニズムによって、管理者は実際の曜日 (金曜日など) を各期間の期日として簡単にコント
ロールできます。

パフォーマンス カレンダー オプションを使用して記入票の期日を移入するには、記入票テンプレート定義
でカレンダー ID とカレンダー期間 ID を参照します。

「記入票テンプレートの作成」を参照してください。

パフォーマンス カレンダー ページ
パフォーマンス カレンダー ページ (EP_CALENDAR) を使用してパフォーマンス カレンダーを定義します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [パフォーマンス カレンダー],
[パフォーマンス カレンダー]

画像: パフォーマンス カレンダー ページ

次の例では、パフォーマンス カレンダー ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

カレンダー ID パフォーマンス カレンダー の ID は 8 文字までの英数字で入力
します。たとえば、年間、半年間、四半期などがあります。

カレンダー ID には、1 行以上の行と関連しており、カレンダー期
間 ID でさらに特定されます。

カレンダー期間 ID パフォーマンス カレンダー内の期間を説明する ID を入力しま
す。
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たとえば、カレンダー期間が 1 年であり、 1 月 1 日から 12 月 31
日までの場合、年 (2012、2013) をカレンダー期間 ID として使用
できます。

新しいカレンダー期間を入力する場合は、既存の期間と重複し
ないようにしてください。

[期間開始日] および [期間終了日] カレンダー期間の開始日と終了日を入力します。

記入票作成プロセスでは、カレンダーの期間開始日と終了日に
よって、どのカレンダー期間 ID と期日を記入票で使用するかが
決まります。

期日タイプ 定義する期日のタイプを選択します。値は次のとおりです。

評価要素の承認。選択すると、評価要素の承認期日を、他の指
定した期日以前にする必要があります。

チェックポイント期日。全てのチェックポイントの期日が選択され
た場合、チェックポイント期日より後の[評価要素の確定] 期日も
指定する必要があります。チェックポイントの期日は、チェック
ポイント連番のように、時間順になっている必要があります。つ
まり、チェックポイント 01 の期日はチェックポイント 02 の期日
より前、チェックポイント 02 の期日はチェックポイント 03 の期
日より前、となっている必要があります。

評価要素の確定。選択すると、評価要素の確定期日を、指名と
評価の期日以前にする必要があります。

指名期限。

評価期日。

チェックポイント連番 該当するチェックポイント期日が適用されるチェックポイントを
選択します。

このフィールドは、[チェックポイント期日] が期日タイプとして選択
されていると編集可能になります。値は [チェックポイント 01] か
ら [チェックポイント 11] までであり、1 年で 月ごとにチェックポイ
ントを 1 つ設定できます。その年の最終月は最終評価に使用さ
れます。

評価ロール 該当する評価期日が適用されるロールを選択します。

このフィールドは、[評価期日] が期日タイプとして選択されてい
ると編集可能になります。値は [評価者ロール] テーブルでアク
ティブな評価者ロールです。
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セクションの定義

記入票のセクションを作成するには、セクション定義 (EP_SECTION_DEFN) コンポーネントを使用しま
す。

このトピックでは、記入票セクションの概要、およびその記入票テンプレートでの定義方法について説明
します。

セクション定義の作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

セクション定義ページ EP_SECTION_DEFN セクションを定義します。

コンテンツ グループの定義ページ EP_CONTENT_SEC コンテンツ グループ タイプとコンテンツ
グループの両方を選択します。

記入票セクションについて
セクションとは、記入票テンプレートの構成要素の 1 つです。セクションは、パフォーマンス記入票やキャリ
ア開発記入票の構成に含まれます。たとえば、組織はパフォーマンス評価に以下のセクションを含めるこ
とができます。

• 組織のミッション。

• ミッションに沿った部門のイニシアティブ。

• 従業員の目標。

• 従業員のコンピテンシー、責務、またはラーニング。

• 従業員のコメントを追加するセクション。

• 管理者のコメントを追加するセクション。

• 署名のセクション。
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これらの各セクションは、記入票テンプレートに追加できる個別のセクション定義になります。

画像: セクション間、テンプレート間、および作成された記入票間の関係を示す定義の関係チャート

この図は、セクション、テンプレート、作成された記入票の関係を示しています。

セクションを定義する際は、以下の内容を指定します。

• セクションが評価対象か、または加重対象か

• 従業員の評価レベルの算出に使用する計算方法。

• 従業員の評価に使用する評価モデル。

• セクションの制御オプション。

• セクションに関連付けるコンテンツ タイプのカテゴリ。

• 記入票に含める情報。

ePerformance には、以下のセクション定義が標準で用意されています。

• キャリア プラン サマリ

• コンピテンシー

• 従業員 (従業員コメント)

• 目標
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• Init (イニシアティブ)

• ラーニング

• 管理者 (管理者コメント)

• ミッション

• 責務

• 署名

• 電子署名

このセクションでは、従業員が記入票を受諾する日時、および管理者が記入票を確定する日時を電
子的に記録するために使用されます。このセクションは、テンプレート レベルで記入票の印刷バージョ
ンが有効にされている場合のみ表示されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参照してください。

• サマリ (総合評価)

評価対象と加重対象

評価対象にするセクションは、従業員の責務やコンピテンシーなどの一部のセクションです。ただし、ミッ
ションなどの他のセクションは評価対象にしません。他の項目より高く評価するセクションに加重を行う
こともできます。セクションまたはセクション内の項目に加重を行うと、セクションや項目に重要度のレベ
ルを設定することができます。

計算方法

組織で従業員のパフォーマンスを評価する場合、従業員の評価レベルはシステムに自動計算させること
も、ユーザーが手動で入力することもできます。ePerformance には、以下のような 3 種類の計算方法が用
意されています。

• 平均

この計算方法を使用するには、セクションとその項目に関連付けられている評価モデルで、その評価
内容に対応した評価レベル値が定義されている必要があります。評価レベル値を使用して、加重が
ある場合は加重平均が、ない場合は通常の平均が計算されます。その後、再び評価モデルにより、こ
の平均値が記入票の評価レベルに換算されます。

• 合計

この計算方法を使用するには、セクションとその項目に関連付けられている評価モデルで点数が定
義されている必要があります。また、セクションの評価モデルで点数の範囲 (開始点数と終了点数)
が指定されている必要があります。評価モデルの定義に基づき評価レベルが点数に換算され、点数
の合計が計算されます。そして、セクションの評価モデルの点数の範囲に従って、合計点数が相当す
る評価レベルに換算されます。加重は無視されます。項目の評価レベルは、合計計算方法では使用
されません。
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• 評価ランク

この計算方法は合計と似ていますが、適用できるのは記入票の総合評価セクションのみです。この
計算方法を使用するには、総合評価セクションに関連付けられた評価モデルで評価ランク適用が指
定され、点数とその範囲 (開始点数と終了点数) が定義されている必要があります。全セクションの
評価点数の合計が計算され、その合計値が相当する評価ランクの評価レベルに換算されます。

制御オプション

制御オプションによって、セクションの用途とセクション定義ページの [セクション]、[項目] および [サブ項
目] グループ ボックスで使用可能となるフィールドが決まります。ePerformance には、以下のタイプの制御
オプションが用意されています。

制御オプション セクションの扱い

ビジネス目標 ビジネス目標ページのセクションに接続し、2 つの目標を関連付け、コピーす
ることができます。

キャリア プラン サマリ 評価対象や加重対象にできません。

項目やサブ項目を設定できません。

従業員コメント 評価対象や加重対象にできません。

項目やサブ項目を設定できません。

ラーニング 評価対象や加重対象にできます。

項目やサブ項目を設定できません。

管理者コメント 評価対象や加重対象にできません。

項目やサブ項目を設定できません。

なし 評価対象や加重対象にできます。

項目やサブ項目を設定できます。

総合評価 評価対象や加重対象にできます。

項目やサブ項目を設定できません。

署名 評価対象や加重対象にできません。

項目やサブ項目を設定できません。
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制御オプション セクションの扱い

電子署名 従業員が面接内容を受諾した日時を記録します。

管理者が面接内容を確定した日時を記録します。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参照してください。

セクション定義を作成するための事前設定
セクションを作成する前に、次の手順を完了しておく必要があります。

1. 評価モデルを定義します。

2. コンテンツ タイプを定義します。

3. (省略可) プロファイル タイプを定義します。

コンピテンシーと責務が職務によって異なる場合は、任務プロファイルを使用してセクションに関連す
る評価要素を作成することができます。職務ごとに個別のテンプレートを登録するよりも、この方が簡
単な場合があります。任務プロファイルは、職務コード、職務系列、給与等級およびポジションに関連
付けできます。つまり、同じ職務コード、職務系列、給与等級またはポジションに関連付けられた従業
員の記入票には同じコンテンツがダウンロードされます。

セクション定義ページ
セクション定義ページ (EP_SECTION_DEFN) を使用してセクションを定義します。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [セクション定義], [セクション
定義]

画像: セクション定義ページ (1/2)

次の例では、セクション定義ページ (1/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: セクション定義ページ (2/2)

次の例では、セクション定義ページ (2/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

詳細情報を入力します。この情報は、後ほどテンプレート定義 - 構成ページで、該当するセクションの
フィールドに値をロードするのに使用されます。ここで入力した説明は、テンプレート定義ページに追加する
セクションの指定に使用されます。
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セクション

評価 自動計算または手動入力でこのセクションに評価レベルを割り
当てる場合は、このチェック ボックスをオンにします。記入票の
セクション サマリに [評価レベル] フィールドが表示されます。

このチェック ボックスは、[制御オプション] フィールドで [ラーニン
グ]、[なし]、または [総合評価] が選択されていると使用可能に
なります。

計算方法 このセクションを評価する際に使用する計算方法を選択しま
す。以下の値があります。

• 平均

• 合計

• 評価ランク

このフィールドは、[評価] チェック ボックスがオンになってお
り、[制御オプション] フィールドが [ラーニング]、[なし] または [総
合セクション] に設定されていると使用可能になります。

暫定評価 記入票への暫定評価の入力を管理者に認める場合は、この
チェック ボックスをオンにします。

このチェック ボックスは、[評価] チェック ボックスがオンになっ
ており、[制御オプション] フィールドが [総合評価] に設定されて
いると使用可能になります。

評価モデル セクションのデフォルトの評価モデルを選択します。

このフィールドは、[評価] チェック ボックスがオンになってお
り、[制御オプション] フィールドが [ラーニング]、[なし] または [総
合評価] に設定されていると使用可能になります。

評価レベル表示 選択した評価モデルの値を記入票に表示する方法を選択しま
す。オプションは [ドロップダウン リスト] および [オプション ボタン]
です。

重要 選択した評価モデルの評価値が 10 を超える場合は、常
に [ドロップダウン リスト] オプションを使用します。

加重 このセクションに、記入票の他のセクションと比較した相対加重
を割り当てる場合は、このチェック ボックスをオンにします。セク
ション サマリに [セクション加重] フィールドが表示されます。

このチェック ボックスは、[評価] チェック ボックスがオンになっ
ており、[制御オプション] フィールドが [ラーニング] または [なし]
に設定されていると使用可能になります。
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[総合評価] セクションの計算方法で [合計] または [評価ランク]
を選択して評価レベルの自動計算を行うときは、セクションごと
の加重計算はできません。(計算方法は、テンプレート定義コン
ポーネントで指定します。)

評価レベル表示 これらの値のいずれかを選択して、評価オプションを表示する
方法を示します。

• ドロップダウン リスト

• オプション ボタン

最低加重 このセクションの最低加重を入力します。このフィールドは、評
価レベルの計算でセクションの加重が最低値を下回らないよう
にするために使用されます。

[加重] チェック ボックスをオンにすると、このチェック ボックス
が使用可能になります。

加重 このセクションのデフォルトの加重を入力します。[加重] チェッ
ク ボックスをオンにすると、このチェック ボックスが使用可能に
なります。

制御オプション このフィールドを使用して、このセクションで入力できる情報の
タイプとその処理方法を定義します。

• ビジネス目標 – このセクションをビジネス目標ページのセク
ションに接続し、ビジネス目標をパフォーマンス記入票に関
連付け、コピーする場合はこのオプションを選択します。

• キャリア プラン サマリ – 従業員のキャリア プラン情報を管理
者に表示する場合はこのオプションを選択します。このセク
ションに表示される情報は読み取り専用であり、管理者が
[従業員キャリア プランの更新] リンクをクリックすると、従業
員のキャリア プラン データが管理者セルフサービスに転送
され、編集できるようになります。セクション定義の下部に表
示されるロールのルール セクションでは、[管理者] ロールの
みが選択可能です。

• 従業員コメント – 評価ステータスが 従業員と共有、保留通知、
または 承認済 のとき、従業員が管理者のパフォーマンス評
価にコメントを入力し、編集する場合にこのオプションを選
択します。

この制御オプションを使用すると、管理者評価のページで、
管理者による従業員の評価に対して従業員がコメントを入
力できるようになります。
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このオプションを選択すると、このページのフィールドは全て
無効になります。

• ラーニング - 従業員と管理者がこのセクションを使用して、
ラーニング情報を追加または表示、および人事部門担当者
がエンタープライズ ラーニング マネジメントからラーニング
情報を表示および検索する場合に選択します。[評価] およ
び [加重] チェック ボックスのみオンになります。

注: Oracle Business Intelligent Publisher (BI Publisher) レ
ポートには、ラーニング セクションがあります。

• 管理者コメント – 管理者がこのセクションを使用して、評価ス
テータスが評価進行中、従業員と共有、保留通知、または 承認
済のとき、パフォーマンス評価の従業員コメントに対してコメ
ントを入力する場合にこのオプションを選択します。このオ
プションを選択すると、このページのフィールドは全て無効に
なります。

• なし – 制御オプションが適用されない場合はこのオプショ
ンを選択します。このオプションを選択するのは、ほとんどの
場合、ミッション、イニシアティブ、目標、コンピテンシー、また
は責務のセクションを作成するときです。

• 総合評価 – このセクションに記入票の総合評価を含める場
合にこのオプションを選択します。記入票テンプレートの中
で [総合評価] に設定できるセクションは 1 つだけです。こ
のオプションを選択すると、このページの [セクション評価]
および [総合評価] 以外のフィールドは全て無効になります。

• 署名 – あらかじめ定義しておいた署名セクションを、評価の
印刷時に出力する場合に選択します。このセクションは 2
行で構成され、1 行目は従業員の署名、2 行目は管理者の
署名に使用されます。それぞれの行に署名と日付が含まれ
ています。このセクションの署名のフォーマットを変更するに
は、テキスト カタログを修正します。

選択すると、[総合評価] 以外のフィールドは全て無効になり
ます。

注: 署名のフォーマットを定義するテキスト カタログ エントリ
は、評価用が APPR_MAIN1_INST2 で、評価要素の設定
(記入票) 用が APPR_BASE_SEC_DESC です。セクション
タイプの適用条件は、どちらも SIGN を選択します。
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• 電子署名 - 従業員が評価を受諾した日時、および管理者
が評価を確定した日時を記録する場合にこのオプション
を選択します。Oracle Business Intelligence Publisher (BI
Publisher) を使用して記入票を表示または印刷する場合、
従業員名、および従業員が記入票を受諾した日付が電子
署名セクションの従業員の署名行に出力されます。また、管
理者の署名行には、管理者名および管理者が記入票を完
了した日時が出力されます。管理者の署名のタイミングは、
記入票のテンプレート定義で選択した承認形態によって異
なります。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参照
してください。

項目

このグループ ボックスのフィールドは、[制御オプション] フィールドが [なし] に設定されている場合に使用
できます。ここに表示されるフィールドでは、記入票のセクションに、ミッション、イニシアティブ、目標、コン
ピテンシー、責務、テキスト入力項目などのコンテンツ アイテム (項目) を含めるかどうかを指定します。1
つのセクションに含める項目は全て同じコンテンツ タイプにする必要があります。項目は、指定したルー
ルに基づいて評価または追跡されます。通常、従業員コメント、管理者コメント、総合評価および署名の
セクションにはコンテンツ アイテムは含まれません。

項目を使用 セクションで項目を使用する場合は、このチェック ボックスをオ
ンにします。このチェック ボックスをオンにすると、このページの
他のフィールドが選択可能になります。

このチェック ボックスは、[制御オプション] フィールドが [なし]
に設定されている場合にのみ使用可能になります。

評価要素の設定 - 記入票ページ、テンプレート定義 - コンテンツ
ページ、およびパフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票
で、選択した項目が表示されます。

注: [重要] チェック ボックスをオンにすると、[項目] グループ
ボックス内の全てのチェック ボックスとフィールドに重要インジ
ケータが付けられます。

コンテンツ タイプ テンプレート定義 - コンテンツ ページで従業員のパフォーマンス
評価に使用される評価要素を定義するときにコンテンツ アイテ
ム (任務属性) の取得元となるコンテンツ タイプを選択します。
プロファイル管理ビジネス プロセスのコンテンツ カタログに定
義されている全てのコンテンツ タイプを選択できます。ただし、
別のコンテンツ タイプの子として定義されているだけのコンテ
ンツ タイプは選択できません。
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テキスト入力 記入票やテンプレートのセクションにテキスト入力の項目を追
加できるようにする場合は、このチェック ボックスをオンにしま
す。たとえば、管理者はこの機能を使用して、従業員に受講させ
る研修コースのリストを追加記入できます。入力された各テキス
ト入力項目には項目連番 ID が割り当てられます。この項目は
テーブルに格納されないため、再利用することはできません。

コンテンツ グループの定義 このリンクをクリックして、コンテンツ グループの定義ページ (EP
_CONTENT_SEC) にアクセスし、コンテンツ グループ タイプと
コンテンツ グループの両方を選択できます。コンテンツ グループ
タイプとコンテンツ グループを選択すると、テンプレート定義ペー
ジに表示されるセクションが決まります。この情報はコンテンツ
カタログで設定されます。

Understanding the Content CatalogPeopleSoft Human
Resources Manage Profiles を参照してください。

評価 自動計算または手動入力でこのセクションに評価レベルを割り
当てる場合は、このチェック ボックスをオンにします。テンプレー
ト定義 - コンテンツ ページに [評価モデル] フィールドが表示さ
れ、記入票のセクション サマリに評価レベルのフィールドが表示
されます。

プロンプト テーブル セクションに含めるコンテンツ アイテムが保存されているテーブ
ルの名前を選択します。

セクションの評価モデルを使用 このチェック ボックスをオンにすると、記入票テンプレートの項
目およびサブ項目の全てに対して、セクションの評価モデルが
デフォルトとして使用されます。

このチェック ボックスは、評価モデルを [セクション] グループ
ボックスの [評価モデル] フィールドに入力すると使用可能にな
ります。

加重 このチェック ボックスをオンにすると、セクションの項目に、同
じセクションの他の項目と比較した相対加重が割り当てられま
す。セクション サマリに [セクション加重] フィールドが表示され
ます。

[総合評価] セクションの計算方法で [合計] または [評価ランク]
を選択して評価レベルの自動計算を行うときは、セクションごと
の加重計算はできません。(計算方法は、テンプレート定義コン
ポーネントで指定します。)

[評価] チェック ボックスをオンにすると、このチェック ボックス
が使用可能になります。
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目標評価レベル このチェック ボックスをオンにすると、テンプレート定義 - コンテ
ンツ ページで、コンテンツ アイテムに目標能力レベルを設定で
きます。これにより、目標能力レベルが記入票のコンテンツ アイ
テムに表示されるようになります。[評価] チェック ボックスもオ
ンにすると、このチェック ボックスが使用可能になります。

注: 目標評価レベルはラーニング統合機能で使用されます。従
業員が目標評価レベルを作成しない場合、システムから個人の
人事考課が ELM に送信されます。ELM ではギャップ分析の
適合が行われ、従業員へのラーニングが提案され、ラーニング
グリッドにラーニング コースが追加されます。

必須 記入票の記入者による項目の編集や削除を認めない場合は、
このチェック ボックスをオンにします。この設定は、テンプレート
または任務プロファイルで定義されているかどうかにかかわら
ず、全ての項目に適用されます。

最低加重 項目に対し最低加重を設定できるようにする場合は、この
チェック ボックスをオンにします。最低加重は、テンプレート定義
- 構成ページで入力します。

評価プロセス中に管理者は、評価上の更新リンクをクリックして
最低加重を編集することができます。

説明 テンプレート定義 - コンテンツ ページ、およびパフォーマンス記
入票またはキャリア開発記入票の [説明] フィールドを表示する
場合は、このチェック ボックスをオンにします。コンテンツ カタロ
グから項目が追加されると、この項目に関連する説明が表示さ
れますが、編集はできません。項目を手動で追加した場合、テン
プレート定義 - コンテンツ ページで必須として項目がマークされ
ない限り、[説明] フィールドを編集できます。

重要 [項目] グループ ボックス内の全てのチェック ボックスとフィー
ルドに重要インジケータを付ける場合は、このチェック ボックス
をオンにします。

期日 記入票の項目に期日を設定できるようにする場合は、この
チェック ボックスをオンにします。たとえば、あるコンピテンシー
における従業員の習熟期限や特定の目標の達成期限の日付
を、管理者が指定できるようになります。評価プロセス中に、管
理者は期日を変更することができます。

評価尺度 評価尺度には、パフォーマンスを比較する際の基準が示されま
す。コンテンツ カタログから項目が追加されると、この項目に関
連する評価尺度が表示されますが、編集はできません。項目を
手動で追加した場合、[評価尺度] フィールドを編集できます。



記入票テンプレートの設定 第3章

70 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

担当者 従業員と管理者のどちらがこの項目の担当かを示す [担当者]
フィールドを項目に含める場合は、このチェック ボックスをオン
にします。このフィールドの情報は参照専用です。この表示に
よって特に処理が変わることはありません。評価プロセス中に
管理者は、評価上の更新リンクをクリックし、[担当者] フィールド
を編集することができます。

警告日 記入票の項目に警告日を設定できるようにする場合は、この
チェック ボックスをオンにします。評価プロセス中に管理者は、
評価上の更新リンクをクリックして警告日を編集することができ
ます。

達成率 記入票の項目に達成率の入力フィールドを表示させる場合は、
このチェック ボックスをオンにします。従業員および管理者はこ
のフィールドを使用して、特定の目標に対する達成率を指定す
ることができます。

目標のストレッチ 記入票の項目を目標のストレッチとしてフラグ設定する場合
は、このチェック ボックスをオンにします。このフィールドは情報
提供のみを目的としています。

難易度 [難易度] フィールドを表示する場合は、このチェック ボックスを
オンにします。[難易度] フィールドには、その値として[基本]、[中
級]、および [高度] が含まれます。これらの値は項目の難易度
と関連付けられます。コンテンツ カタログからの項目が追加さ
れると、このフィールドにはその項目に関連付けられた難易度が
表示され、その値は編集できません。手動で追加された項目に
ついては、テンプレート定義 - コンテンツ ページでその項目が必
須としてマークされていない限り、難易度を選択できます。

[関連] および [リンク先] [制御オプション] フィールドで [ビジネス目標] を選択すると、[関
連] フィールドと [リンク先] フィールドが表示されます。

このセクションの項目をビジネス目標と関連付けるには、[関連]
チェック ボックスをオンにします。このフィールドは [リンク先]
フィールドと組み合わせて使用します。

[リンク先] ドロップダウン リスト ボックスで [任意のセクション] を
選択します。パフォーマンス記入票で、ユーザーがビジネス目標
を特定の項目に関連付け、[関連チェーン] アイコンを表示でき
るようになります。このアイコンをクリックすると、他の上位レベル
の目標と関連付ける目標を選択する方法を表示できます。[関
連] チェック ボックスをオンにすると、このチェック ボックスのみ
が使用可能になります。

[サポート] および [リンク先] [制御オプション] フィールドで [ビジネス目標] を選択しない場
合、[サポート] フィールドと [リンク先] フィールドが表示されます。
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[サポート] チェック ボックスをオンにすると、このセクションの項
目を同じ評価の別のセクションの項目に関連付けることができ
るようになります。このフィールドは、[リンク先] フィールドと組み
合わせて使用します。

カスケード化された目標と同様に、[リンク先] オプションでは、
現在のセクションが別のセクションと関連することを示すこと
ができます。この関連付けは、記入票に情報メッセージとして表
示されます。[サポート] チェック ボックスをオンにすると、この
チェック ボックスが使用可能になります。

[ステータス] および [ユーザー定義値] このチェック ボックスをオンにすると、項目のステータスを示す
フィールドが記入票のセクション項目に追加されます。有効なス
テータスには、[完了]、[処理中]、および [該当なし] があります。

[ユーザー定義値] フィールドで選択できる値は、コンテンツ カタ
ログのカスタム リスト値コンポーネント ([HCM 基本設定]、[製
品/業務別定義]、[プロファイル管理]、[コンテンツ カタログ]、[カ
スタム リスト値]) を使用して定義します。

従業員評価尺度 [従業員評価尺度] フィールドをセクションに表示する場合は、こ
のチェック ボックスをオンにします。従業員または管理者はこ
のフィールドを使用して、定義する項目を評価する方法を指定
できます。

プライベート - 従業員に非表示 従業員または他の管理者にこのセクションの情報を表示しない
場合は、このチェック ボックスをオンにします。

ユーザーがパフォーマンス記入票に項目を追加する場合、管理
者の記入票からコピーするオプションを選択すると、項目が表
示されません。

開始日 管理者または従業員が、このセクションで定義する項目の開始
日を設定できるようにする場合は、このチェック ボックスをオン
にします。

終了日 管理者または従業員が、このセクションで定義する項目の終了
日を設定できるようにする場合は、このチェック ボックスをオン
にします。

サブ項目

[項目] グループ ボックスの[項目を使用] チェック ボックスをオンにすると、このグループのフィールドが使
用可能になります。
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サブ項目を使用 このセクションにサブ項目を含める場合は、このチェック ボック
スをオンにします。サブ項目は通常、コンピテンシー機能で作成
されるサブ コンピテンシーです。

プロンプト テーブル セクションに含めるサブ項目が保存されているテーブルの名前
を選択します。

テキスト入力 ユーザーがテキスト入力 (コード化されていない) サブ項目をこ
のセクションに追加できるようにするには、このチェック ボック
スをオンにします。

コンテンツ タイプ コンテンツ アイテムを選択する際に指定するコンテンツ タイプ
を選択します。選択できるコンテンツ タイプは、[項目] セクショ
ンの [コンテンツ タイプ] フィールドで選択した値に関連付けら
れるものです。コンテンツ タイプはコンテンツ カタログのコンテ
ンツ グループ タイプで設定されます。

[コンテンツ タイプ] フィールドおよび [コンテンツ グループ タイ
プ] フィールドは、あらかじめ定義されたコンピテンシーを、記入
票テンプレートの評価基準に追加するときの検索で使用されま
す。

説明 このチェック ボックスをオンにすると、サブ項目の説明が評価
に表示されます。評価プロセス中に管理者は、評価上の更新リ
ンクをクリックしてサブ項目の説明を編集することができます。

プロファイル管理

このグループ ボックスを使用すると、従業員の新しい記入票を作成するときに、セクションの関連コンテ
ンツ アイテムに自動的に値が移入されるようにできます。

プロファイルからロード 指定したプロファイル タイプに関連付けられているコンピテン
シーや責務が (プロファイルから)、従業員に作成された記入票
に自動的にロードされるようにする場合は、このチェック ボック
スをオンにします。

このフィールドは、[制御オプション] フィールドが [なし] に設定さ
れていない場合にのみ使用可能になります。

プロファイル タイプ 値を移入するコンテンツ アイテムのプロファイルを指定するとき
に使用するプロファイル タイプを選択します。これらのプロファ
イル タイプは、プロファイル管理ビジネス プロセスで定義され
ます。

このフィールドは、[プロファイルからロード] チェック ボックスをオ
ンにした場合に使用できます。ロールは [評価ロール ルール] グ
リッドの個人プロファイルに関連付けられています。
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次の例では、記入票作成プロセスで、従業員のパフォーマンス記入票にどのコンテンツ アイテムを移入
するかを決定する方法を示します。

コンピテンシー セクションで [プロファイルからロード] オプションが有効にされており、プロファイル タイプ
として [職務] を指定していると仮定します。実行時に、ユーザーがコンピテンシー セクションに含まれてい
るテンプレートを使用してパフォーマンス記入票を作成する場合、システムでは次のように実行されます。

1. セクションの [プロファイル タイプ] フィールドで指定されているプロファイル タイプ (職務) が指定さ
れ、そのプロファイル タイプに関連付けられている全てのプロファイル識別タイプが特定されます。

画像: プロファイル タイプ - 識別ページ

次の例では、プロファイル タイプ - 識別ページのフィールドおよびコントロールを説明します。
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2. それぞれのプロファイル識別タイプで、全てのプロファイルに指定されるキー値を識別します。

画像: 非個人プロファイル ページ

次の例では、非個人プロファイル ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

3. Profile Identity Options PagePeopleSoft Human Resources Manage Profiles で指定した順序連番に
従って、これらのプロファイル識別タイプを順序付けます。

たとえば、20 - [ポジション]、30 - [職務コード]、40 - [職務系列] のようになります。

4. 記入票の従業員に関する職務情報レコードを取得します。

ここでは、最初のプロファイル識別タイプ (たとえば 20 - ポジション) を取得し、従業員の職務レコード
と指定したプロファイルのいずれかが一致するかどうかを参照します。

a. 一致する場合 (つまり、従業員の職務データが存在しており、職務プロファイル識別タイプのプロ
ファイルのキー値と一致する場合)、コンテンツ アイテム (セクション定義で指定したコンテンツ タ
イプに応じた、コンピテンシーと責務のいずれか) が、作成する記入票のセクションにロードされま
す。

b. 一致しない場合、2 番目のプロファイル識別タイプ (30 - 職務コードなど) が使用され、一致するか
どうかが参照されます。

c. プロファイルの全てのプロファイル識別タイプが検索され、一致が見つからない場合は検索が停
止し、コンテンツ アイテムは記入票にロードされません。
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コンテンツ アイテムをロードできるプロファイルが指定されると処理が停止し、その他のコンテンツ アイテ
ムをロードするプロファイルは検索されません。

コンテンツ グループの定義ページ
コンテンツ グループの定義ページ (EP_CONTENT_SEC) を使用して、コンテンツ グループ タイプとコン
テンツ グループの両方を選択します。

ナビゲーション

セクション定義ページで [コンテンツ グループの定義] リンクをクリックします。

画像: コンテンツ グループの定義ページ

次の例では、コンテンツ グループの定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

コンテンツ グループ タイプとコンテンツ グループを選択します。コンテンツ グループ タイプとコンテンツ
グループによって、テンプレート定義ページに表示されるセクションが決まります。この情報はコンテンツ カ
タログで設定されます。

(JPN) 考課 ID の作成

考課 ID を作成するには、考課定義 JPN コンポーネント (REV_DEF_TBL_JPN) を使用します。

このトピックでは、考課 ID の概要と作成方法について説明します。

考課 ID の作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

考課定義 JPN ページ REV_DEF_TBL_JPN 考課を定義します。

考課 ID について
考課 ID によって、記入票タイプとセット ID が関連付けられます。組織によっては、ビジネス ユニット間
で、使用している記入票タイプと評価期間が異なる場合があります。また、評価結果を、昇格候補者一覧
JPN および日本用給与プラン ビジネス プロセスの昇給処理の適用対象とするかどうかも定義します。
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記入票テンプレートを作成するときに、そのテンプレートを使用して作成された記入票を公認対象とする
かどうかを指定できます。基本報酬管理と予算計画ビジネス プロセスを使用する場合、記入票を公認対
象にする必要があります。このビジネス プロセスのページでは、記入票の作成時に使用されたテンプレー
トに関連付けられている考課 ID に基づいて、該当する記入票の総合評価が従業員の人事考課結果と
して認識されます。

関連リンク
記入票テンプレートについて

考課定義 JPN ページ
考課定義 JPN ページ (REV_DEF_TBL_JPN) を使用して考課を定義します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [考課定義 JPN], [考課定義 JPN]

画像: 考課定義 JPN ページ

次の例では、考課定義 JPN ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して評価期間、記入票タイプ、およびこの考課を昇格候補者の決定に使用するかどう
かなどを指定し、考課を定義します。

[期間開始日] および [期間終了日] 評価期間の開始日および終了日を指定します。このデータは参
照用です。

「テンプレート定義 - 一般ページ」を参照してください。

記入票タイプ 指定したセット ID に適用する記入票タイプを選択します。

昇格に含む 昇格候補者一覧 JPN の SQR レポート (PER062JP) の実行でこ
の考課を処理対象とする場合は、このチェック ボックスをオン
にします。
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昇格候補者一覧 JPN レポートを実行するには、昇格するために
必要なポイント数など、昇格候補となる従業員が満たす必要が
ある条件を定義します。

たとえば、その従業員の直近の記入票 3 件における、昇格ポイ
ントの平均、または加重平均を昇格条件にできます。昇格候補
者一覧レポート実行の際、この記入票や別の記入票、または対
象となる記入票で従業員に与えられた昇格ポイント数が取得
されます。

昇格ポイントが必要昇格ポイントに達していれば、従業員は昇
格候補者となります。

このフィールドは、パフォーマンス結果 (記入票の総合評価セク
ション) の計算時に参照される評価モデルに定義されている昇
格ポイントと連動しています。

関連リンク
(JPN) Setting Grade Advance CriteriaPeopleSoft Human Resources Manage Base Compensation and
Budgeting

記入票テンプレートの作成

記入票テンプレートを作成するには、記入票テンプレート定義 (EP_TMPL_DEFN) コンポーネントを使用
します。

このトピックでは、記入票テンプレート設定の概要、事前設定、および記入票テンプレートの作成方法につ
いて説明します。

記入票テンプレートの作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

テンプレート定義 - 一般ページ EP_TMPL_DEFN1 記入票テンプレートの基本情報を定義します。この
ページで指定する情報により、このコンポーネントの
他のページで指定できるセクションが変わります。

テンプレート定義 - 処理ページ EP_TMPL_DEFN2 記入票の処理を定義します。このページで指定した
情報により、従業員、管理者、およびその他の評価者
が評価プロセスの各ステップで実行できる機能が決
まります。

テンプレート定義 - タブ ページ EP_TAB_DTL パフォーマンス記入票をタブ形式で表示するように
構成する場合は、使用するタブ ラベルと表示順序を
定義します。
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ページ名 定義名 用途

テンプレート定義 - 構成ページ EP_TMPL_DEFN3 記入票の構成の定義、適切なセクションのテンプレー
トへの追加、セクションのデフォルトの設定上書きの
定義、および各ロールが記入票のセクションでどのよ
うに機能するかの定義を実行します。

テンプレート定義 - コンテンツ ページ EP_TMPL_DEFN4 セクションに評価要素を追加します。

プロファイルからのコンテンツのロード ペー
ジ

EP_TMPL_DEFN5 プロファイルからコンテンツをロードします。プロファイ
ルを使用してセクションに評価要素をロードできます。

テンプレート定義のコピー ページ EP_CLONE_TMPL テンプレートをコピーします。

記入票テンプレートの設定について
記入票テンプレートは、以下のページを使用して定義します。

• 一般

• 処理

• タブ

• 構成

• コンテンツ

一般ページ

一般ページで処理オプションを定義します。また、ビジネス プロセスのステップも有効にできるようになり
ます。ロールを使用して、パフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票のプロセスを評価する従業員
のタイプを定義できます。また、このテンプレートを使用した記入票がシステムで公認対象として認識され
るように指定することもできます。

[公認対象] をオンにすると、このテンプレートを基に作成された管理者記入票の総合評価を使用して給
与計画の情報が更新されます。

[評価要素の定義] をオンにすると、ビジネス プロセスの評価要素の定義ステップが有効になります。こ
れは評価で最初に完了するステップとして表示されます。また、このステップに対して記入票も作成され
ます。この記入票を使用すると、管理者または従業員、あるいはその両者が評価要素の定義ステップを
更新し、必要に応じて項目を追加することができます。

[進捗追跡] をオンにすると、ビジネス プロセスで複数のステップが有効になります。処理ページの設定に
応じて、1 つ以上のチェックポイント <番号> ステップ、および評価要素の確定ステップが左側のステップ
とタスク ページレットに表示されます。管理者と従業員が項目に対してコメントを入力し、互いにコメントを
共有する、対応する記入票が作成されます。管理者はチェックポイント (従業員の進捗で共有されてい
る話し合い) を完了し、進捗のコピーを保存することもできます。
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[評価者の指名] をオンにすると、ビジネス プロセスでステップの別のグループが有効になります。評価者
の指名および評価者評価の確認が、ステップとタスク ページレットでステップとして表示されます。また、
評価者の指名を受諾した各評価者に対して対応する記入票が作成されます。

このページでは、記入票を作成したときに表示される各種記入票期日を決定する方法も指定します。

全てのビジネス プロセスが有効な場合、対応するステップがこの順序で表示されます。

1. 評価要素の定義

2. チェックポイント <1–11>

3. 評価要素の確定

4. 評価者の指名

5. 評価者評価の確認

6. 自己評価の入力 (または確認)

7. 管理者評価の入力 (または確認)

「テンプレート定義 - 一般ページ」を参照してください。

処理ページ

処理ページには、一般ページで指定された内容に基づいた、記入票の入力に必要な処理が表示されま
す。各プロセスに対して実行できるロールのアクションを選択します。以下についても指定します。

• 個人が入力した評価のロールが匿名かどうか。

• 管理者記入票の承認ルール。

• 記入票全体の処理ルール。

• 各ステップの期日。

「テンプレート定義 - 処理ページ」を参照してください。

タブ ページ

記入票をタブ形式で表示する場合は、記入票の表示に使用するタブをタブ ページで設定します。記入票
の各タブには、構成ページで定義された 1 つ以上のセクションが含まれます。たとえば、[目標] セクション
のある [目標] タブ、および [コア コンピテンシー] セクションと [職務コンピテンシー] セクションのある [コ
ンピテンシー] タブを表示するようテンプレートを設定できます。

「テンプレート定義 - タブ ページ」を参照してください。
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構成ページ

構成ページでは、記入票に含まれるセクションを定義します。記入票に含めるセクションを 1 つまたは複
数選択します。セクションの定義は記入票テンプレートにコピーされます。セクション定義が記入票テンプ
レートにコピーされた後、セクションの設定は全て上書きすることができます。

記入票に含めた各セクションでは、(書式が一般ページで有効な場合は) セクションをリストするタブを選
択し、そのセクションを評価要素の定義と進捗追跡の記入票に含めるかどうかを指定します。

記入票ロールがそのセクションとやりとりする方法、そのロールが実行できるアクション、管理者と従業員
に表示されるコンテンツ、および管理者と従業員が評価とコメントに入力できるコメント ツールを設定でき
ます。

評価が必要な複数のセクションを追加できます。これらのセクションには、プロファイル管理ビジネス プ
ロセスで定義された目標セクションやコンピテンシー セクションなどの任意のコンテンツ タイプを指定で
きます。プロファイル管理ビジネス プロセスで作成された非個人プロファイルからコンテンツを取り込むよ
うにセクションを定義することもできます。

セクションごとに異なる計算方法を設定できます。異なる計算方法を持つ複数のセクションを追加するこ
とができるため、次の表に、総合評価セクションで選択した計算方法によって、記入票の他のセクション
で使用できる計算方法はどれになるのか、また、その計算方法でセクションの加重が認められるかどうか
を示します。
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総合評価セク
ションの計算方
法

その他のセクションで使
用可能な計算方法

セクション
加重計算を
適用できる
か

評価レベルの計算

平均 平均 はい 項目の評価レベルは、ユーザーが入力します。サブ項目がある場合
は、サブ項目の評価レベルの平均値が自動的に計算され、その項目
の評価レベルになります。

総合評価以外のセクションの評価レベルを算出する場合、評価対象
の項目があるかどうかが確認されます。評価対象の項目がない場合
は、ユーザーがセクションの評価レベルを入力します。評価対象の項
目がある場合は、加重対象の項目があるかどうかが判断されます。

加重対象の項目がある場合は、セクションに含まれる全ての項目の
評価レベルの加重平均値として、評価レベルが算出されます。その
際、個々の項目の加重係数が参照されます。評価対象外、あるいは
評価対象ではあっても加重対象外の項目は除外されます。

加重対象の項目がない場合は、全ての評価対象項目の単純平均が
計算されます。評価対象外の項目は除外されます。

総合評価レベルを算出する場合、評価対象となる他のセクションが
あるかどうかがチェックされます。他の評価対象セクションがない場
合は、ユーザーがセクションの評価レベルを入力します。

評価対象セクションがある場合は、セクションが加重対象かどうかが
判断されます。加重対象のセクションがある場合は、記入票に含まれ
る全てのセクションの評価レベルの加重平均値として、評価レベル
が算出されます。その際、個々のセクションの加重係数が参照されま
す。評価対象外、あるいは評価対象ではあっても加重対象外の項目
は除外されます。

加重対象のセクションがない場合は、全ての評価対象項目の単純
平均が計算されます。
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総合評価セク
ションの計算方
法

その他のセクションで使
用可能な計算方法

セクション
加重計算を
適用できる
か

評価レベルの計算

合計 平均および合計

対象のセクションにつ
いて、評価レベル値と
は別に点数も定義す
る必要があります。セク
ションの評価レベルが
点数に換算され、総合
評価レベルが算出され
ます。

いいえ セクションの評価レベルを算出する場合、総合評価セクション以外の
セクションでは、セクションの各項目の評価レベルとそれに相当する
点数が確認されます。点数が定義されている項目のみが計算対象
になります。それらの点数が合計され、セクションの合計点数が算出
されます。

総合評価レベルを算出する場合、他のセクションの計算方法が確認
されます。

平均計算方法を使用してセクションの評価レベルを算出する場合、
セクションに関連付けられている評価モデルを使用して、セクション
の評価レベルがそれに相当する点数に換算されます。

合計計算方法を使用してセクションの評価レベルを算出する場合、
セクションの合計点数がそのままセクションの点数として使用されま
す。各セクションの点数が合計され、総合評価セクションに関連付け
られた評価モデルの開始点数および終了点数を基に、各セクション
の合計点数が記入票の評価レベルに換算されます。

評価ランク 平均および合計

対象のセクションにつ
いて、評価レベル値と
は別に点数も定義す
る必要があります。セク
ションの評価レベルが
点数に換算され、総合
評価レベルが算出され
ます。

いいえ 評価ランクは総合評価セクションにのみ使用できます。この計算方
法を使用するには、総合評価セクションに関連付けられた評価モデ
ルで評価ランク適用が指定され、点数とその範囲 (開始点数と終了
点数) が定義されている必要があります。計算の際はその点数が使
用され、次の手順で計算されます。

1. 合計計算方法と同じ手順で総合評価の点数が計算されます。

2. 評価モデル ページで定義したルールに従って、総合評価の点数
がそれに相当する評価ランクに換算されます。

「セクションの定義」、「テンプレート定義 - 構成ページ」を参照してください。

コンテンツ ページ

コンテンツ ページでは、従業員を評価する特定の職務属性またはコンテンツ アイテムを定義します。コン
テンツ ページで有効なセクションは、構成ページで選択されたセクションだけです。

コンテンツ ページの評価要素は、以下の 3 つのソースから取り込まれます。

• コンテンツ カタログ
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コンテンツ アイテム詳細 (JPM_CAT_ITEMS) テーブルの項目とサブ項目です。[コンテンツ タイプ]
フィールドがプロファイルからのコンテンツのロード (EP_TMPL_DEFN5) ページに追加され、検索が絞
り込まれます。

注: コード化された独自の評価要素カテゴリを定義することができます。この定義を行うには、アプリ
ケーション デザイナを使用して、新しい評価要素タイプの項目を格納するテーブルを作成します。テー
ブルを作成したら、記入票テンプレートおよび評価のプロンプト テーブルとして参照します。定義する
テーブルには、EP_ITEM_ID (キー)、EP_TITLE、EFFDT (オプションのキー)、EFF_STATUS (オプショ
ン)、EP_DESCR254 (オプション) の各フィールドを含めます。

• テキスト入力項目

テキスト入力項目は、EP_APPR_ITEM、EP_APPR_B_ITEM、EP_TMPL_ITEM テーブルに保存され
ない評価要素です。テキスト入力項目によって、従業員個人または小グループの従業員に対する評
価を微調整できます。記入票の作成に使用するテンプレートに、テキスト入力形式の評価要素を追加
することができます。また、管理者または従業員 (あるいはその両方) の労働者タイプによって、記入
票の作成後にテキスト入力形式の評価項目を追加できるようにすることもできます。

• 非個人プロファイルからのダウンロード。

項目とサブ項目は、プロファイル管理ビジネス プロセスで定義された非個人プロファイルから追加で
きます。指定されたプロファイル タイプを使用してコンテンツが特定され、テンプレート定義 - コンテン
ツ ページに自動的に追加されます。

テンプレート定義 - コンテンツ ページで定義した評価要素は、指定されたテンプレートを使用して作成さ
れる記入票に自動的に取り込まれます。

「テンプレート定義 - コンテンツ ページ」を参照してください。

記入票テンプレートを作成するための事前設定
記入票テンプレートを作成する前に、以下のタスクを完了しておく必要があります。

• コンテンツ カタログの設定。

• (省略可) 任務プロファイルの定義。

• 評価モデルの設定。

• 記入票タイプの定義。

• 記入票ロールの定義。

• (省略可) パフォーマンス カレンダーの定義。

• セクション定義の作成。

• (JPN) 考課 ID の作成。
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注: 記入票タイプなしのテンプレートは作成できません。また、テンプレートでは、管理者ロールのあるセク
ションが 1 つ以上選択されている必要があります。

Understanding the Content CatalogPeopleSoft Human Resources Manage Profiles を参照してください。

Understanding Profile ComparisonsPeopleSoft Human Resources Manage Profiles を参照してください。

「記入票タイプの定義」を参照してください。

「ロールの定義」を参照してください。

「パフォーマンス カレンダーの定義」を参照してください。

テンプレート定義 - 一般ページ
テンプレート定義 - 一般ページ (EP_TMPL_DEFN1) を使用して一般のテンプレート情報を定義します。

このページで指定する情報により、このコンポーネントの他のページで指定できるセクションが変わりま
す。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [テンプレート定義], [テンプレー
ト定義 - 一般]

画像: テンプレート定義 - 一般ページ

次の例では、テンプレート定義 - 一般ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

名称 記入票テンプレートの名称を入力します。
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この名称は、ユーザーがテンプレートから評価を作成するときに
選択フィールドとして表示されます。このため、記入票タイプの
それぞれのテンプレートには、一意の名称が必要です。

表示タイプ 記入票の表示方法を選択します。値は次のとおりです。

ロング フォーマットのみ: (デフォルト値) 記入票は各セクションで 1
つの長い記入票として表示され、記入票の最後のセクションま
で表示するには、スクロール ダウンする必要があります。

タブ フォーマットのみ: 記入票はタブとして各セクションに表示さ
れます。

切替 - デフォルト ロング: 記入票はデフォルトでロング フォーマッ
トで表示されますが、ロング フォーマットとタブ フォーマットの切
替が可能です。

切替 - デフォルト タブ: 記入票はデフォルトでタブ フォーマットで
表示されますが、ロング フォーマットとタブ フォーマットの切替
が可能です。

注: 選択した表示タイプがロング フォーマットのみでない場合は、(
ユーザーがタブ フォーマットで記入票の表示を選択したときに)
タブ ページで使用するタブを定義し、構成ページで記入票の各
セクションに対してタブ ラベルを指定する必要があります。

公認対象 このテンプレートを基に作成された管理者記入票の総合評価を
指定して給与計画の情報を更新する場合にオンにします。

1 人の従業員に対して公認対象の記入票が複数存在する場
合、これらのプロセスでは、最も新しい期間終了日が設定され
た記入票の結果が使用されます。記入票タイプ ページの設定
が、このチェック ボックスのデフォルトの設定として表示されま
すが、この設定は変更することができます。

表現チェック使用 このチェック ボックスをオンにすると、有効な進捗追跡ビジネス
プロセスなどにコメントを入力するとき、表現チェック ツールを使
用できるようになります。ユーザーが記入票でボタンをクリックす
ると、コメントに含まれる不適切な表現がチェックされ、その結
果を出力したテキスト ボックスが記入票に表示されます。

ページ タイトルの連結 選択すると、記入票ページ タイトルに、ステップとそのステップ
で実行するアクションの両方が表示されます。

たとえば、ユーザーが評価要素の定義ステップで、ページの評価
要素を更新する場合、このオプションが選択されていると、ペー
ジ タイトルは評価要素の定義 - 更新になります。
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このオプションが選択されていない場合、ページ タイトルは評
価要素の定義になります。

ビジネス プロセス

このセクションでは、(管理者には自動的に設定され、従業員には構成可能な) 評価ステップの他に、こ
のテンプレートを使用してパフォーマンス記入票を作成するときに生成される追加のビジネス プロセス ス
テップを定義します。ここで選択した各ステップでは、処理ページに該当するグループ ボックスが表示さ
れ、ステップの詳細を定義するデータを入力できます。

評価要素の定義 ユーザーがパフォーマンス評価に目標やその他コンテンツを追
加できる評価要素の定義ステップを有効にします。

このチェック ボックスをオンにすると、次の項目が表示されま
す。

• 処理ページの [評価要素の定義ステップ] グループ ボック
ス。

• 構成ページの[評価要素の定義 - ロール ルール] グリッド

• パフォーマンス記入票の左側のナビゲーションにある評価
要素の定義ステップ

進捗追跡 期間途中のチェック ポイントを作成し、評価要素を確定できる
進捗追跡ステップを有効にします。

このチェック ボックスをオンにすると、次の項目が表示されま
す。

• 処理ページの [進捗追跡ステップ] グループ ボックス。

• 構成ページの[進捗追跡ステップ - ロール ルール] グリッド

• パフォーマンス記入票の左側のナビゲーションにある 1 つ
以上の [チェックポイント <#>] ステップ

期間途中のチェック ポイントと評価要素の確定をサポートしま
す。

評価者の指名 360 度フィードバックの機能を提供する評価者の指名ステップ
を有効にします。

このチェック ボックスをオンにすると、[評価者の指名] グループ
ボックスと [評価者フィードバックの確認] グループ ボックスが
処理ページに表示されます。

「テンプレート定義 - 処理ページ」および「テンプレート定義 - 構成ページ」を参照して、このセクションで有
効にされるビジネス プロセスを構成します。
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記入票期日方式

このセクションでは、パフォーマンス処理の各種ステップの期日を決定する方法を選択します。パフォーマ
ンス カレンダー方式を使用するには、各パフォーマンス期間にパフォーマンス カレンダーがあり、使用する
カレンダー ID とカレンダー期間 ID を指定しておく必要があります。選択したカレンダー ID とカレンダー期
間 ID を使用して、記入票の構成 - 一般および処理ページの期日フィールドに期日が表示されます。テン
プレート設定方式を選択した場合は、記入票の構成 - 一般および処理ページの期日に対して、期間終了
日の前後の日数を入力する必要があります。

期日方式 記入票期日の計算方法を選択します。値は次のとおりです。

パフォーマンス カレンダー: 定義されているパフォーマンス カレン
ダーを使用して、記入票を作成したときに表示される期日を決
定します。このオプションを選択する前に、パフォーマンス カレン
ダーが定義済みであることを確認します。

テンプレート設定: ロールで指定されている [提出期限日数]
フィールドと [期間タイプ] フィールドを使用して、記入票を作成し
たときに表示される期日を決定します。

[カレンダー ID] および [カレンダー期間
ID]

パフォーマンス カレンダーが期日の計算方式として選択されている
場合は、カレンダーの ID とカレンダー期間を入力します。

カレンダー期間 ID が指定されている場合は、このページの [評
価] グリッドにある [カレンダー期間期日] フィールドに、可能性
のある期日、および処理ページに表示される期日が入力されま
す。

「パフォーマンス カレンダーの定義」を参照してください。

評価 - 評価者

ロール この記入票テンプレートを基に作成される記入票で評価者とし
て機能できるロールを 1 つ以上指定します。

管理者ロールおよび従業員ロールは、常にこのリストに表示され
ます。ロール ページで定義したロールを追加して指定することも
できます。

評価 このチェック ボックスをオンにすると、ロールの評価を作成でき
るようになります。たとえば、この従業員ロールでこのオプション
が有効な場合、ステップとタスク ページレットで自己評価のス
テップが使用可能になります。管理者評価はセントラル リポジ
トリとして使用され、そこで確認のための入力や挿入されたコメ
ントは全て取得され、追跡されるため、管理者ロールのチェック
ボックスは常にオンになっており、変更できません。つまり、管理
者評価は全ての確認の必須ステップです。
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記入票ダウンロード可 該当するロールのユーザーが、記入票をローカルにダウンロード
し、オフラインで編集できるようにします。

この記入票テンプレートから記入票を作成する場合、その記入
票でユーザーが記入票をリッチ テキスト形式 (RTF) で表示し、
ダウンロードするアイコンが使用可能になります。

カレンダー期間期日 [記入票期日方式] グループ ボックスに入力したカレンダー情報
を使用して計算された、ロール別の評価期日を表示します。

このフィールドは、[期日方式] フィールドでパフォーマンス カレン
ダーが選択されている場合に表示されます。

提出期限日数 記入期間終了日前または記入期間終了日後の日数を入力
して、提出期限日を指定します。このフィールドは、[期日方式]
フィールドでテンプレート設定が選択されている場合に表示されま
す。

全ての記入票に、記入期間開始日と記入期間終了日で定義さ
れた特定の期間が設定されます。これらの日付は、記入票の作
成時に定義されます。

記入票期日は、従業員評価状況ページレットに表示されます。
この期日は、(PeopleSoft Applications Portal がある場合に) 管
理者が保留中のパフォーマンス記入票をモニターできます。

この日付は、記入期日遅延者一覧 (EP_LATE_APPR) レポート
の出力およびサマリ データ作成プロセス (EP_RPT_SNAP) の
実行でも使用されます。

期日を変更するには、管理者または人事部門担当者が従業員
評価に進み、記入票の下部にある [期日の変更] ボタンを選択
する必要があります。記入票が処理中になり、期日が変更されま
す。また、管理者が自身の記入票の期日を変更することはでき
ません。人事部門担当者のみ実行できます。

期間タイプ 以下のいずれかの値を選択して、入力した日数を適用する期
間を指定します。

• 記入期間終了日前

• 記入期間終了日後

このフィールドは、[期日方式] フィールドでテンプレート設定が選
択されている場合に表示されます。

注: [提出期限日数] フィールドに 0 を入力すると、このフィールド
は空白のままになります。
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評価 - 評価記入票ヘッダー

[評価記入票ヘッダー] フィールドが選択されると、対応するロールの評価記入票の従業員データ セクショ
ンに情報が表示されます。

従業員 ID このチェック ボックスをオンにすると、記入票ヘッダーに従業員
ID を表示できるようになります。

ステップ このチェック ボックスをオンにすると、記入票ヘッダーに従業員
のステップ ID と説明を表示できるようになります。給与プラン
ページでこのフィールドの値を特定します。

等級 このチェック ボックスをオンにすると、記入票ヘッダーに従業員
の等級 ID と説明を表示できるようになります。給与プラン ペー
ジでこのフィールドの値を特定します。

部門 ID このチェック ボックスをオンにすると、記入票ヘッダーに従業員
の部門番号と説明を表示できるようになります。職務データ コン
ポーネントの勤務地ページでこのフィールドの値を特定します。

勤務地 このチェック ボックスをオンにすると、記入票ヘッダーに従業
員の勤務地 ID と名称を表示できるようになります。職務データ
コンポーネントの勤務地ページでこのフィールドの値を特定しま
す。

勤続年数 このチェック ボックスをオンにすると、記入票ヘッダーに従業員
の勤続年数を示す [勤続年数] フィールドを表示できるようにな
ります。このページで勤続年数を算出するには、現在のシステム
日付または期間終了日が使用されます。

注: 考課期間またはサービス期間の終了後にこの記入票にア
クセス、または記入票を出力する場合、パフォーマンス期間の最
終日に関連するサービスが反映されます。期間終了日前にこの
記入票にアクセス、または記入票を出力する場合は、現在の日
付の従業員のサービスが反映されます。

職務経過年数 このチェック ボックスをオンにすると、記入票ヘッダーに従業員
のその職務での年数を示す [職務経過年数] フィールドを表示
できるようになります。この値を算出するには、現在のシステム
日付または期間終了日が使用されます。

注: 考課期間またはサービス期間の終了後にこの記入票にア
クセス、または記入票を出力する場合、パフォーマンス期間の最
終日に関連するサービスが反映されます。期間終了日前にこの
記入票にアクセス、または記入票を出力する場合は、現在の日
付の従業員のサービスが反映されます。
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評価履歴 このチェック ボックスをオンにすると、記入票ヘッダーに評価履
歴ページにアクセスするリンクを表示できるようになります。評価
履歴ページには、テンプレートにある記入票タイプの従業員の
全ての過去の総合評点が表示されます。

注: [ステップ]、[等級]、[部門 ID]、および [勤務地] フィールドは、記入票を作成した職務コードの職務テー
ブルから取り込まれます。記入票にある期間終了日以前の有効日が最大の職務レコードが選択されま
す。

関連リンク
支援ツールについて
評価要素の定義ページ

テンプレート定義 - 処理ページ
テンプレート定義 - 処理ページ (EP_TMPL_DEFN2) を使用して記入票の処理を定義します。

このページで指定した情報により、従業員、管理者、およびその他の評価者が評価プロセスの各ステップ
で実行できる機能が決まります。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [テンプレート定義], [テンプレー
ト定義 - 処理]

画像: テンプレート定義 - 処理ページ (1/3)

次の例では、テンプレート定義 - 処理ページ (1/3) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: テンプレート定義 - 処理ページ (2/3)

次の例では、テンプレート定義 - 処理ページ (2/3) のフィールドおよびコントロールを説明します。
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画像: テンプレート定義 - 処理ページ (3/3)

次の例では、テンプレート定義 - 処理ページ (3/3) のフィールドおよびコントロールを説明します。

注: ここに示すページはパフォーマンス記入票のものです。その他の記入票タイプのページのフィールドと
セクションは表示が異なる場合があります。

評価要素の定義ステップ

このセクションのフィールドでは、記入票を更新し、記入することによって評価要素を設定します。このセク
ションは、一般ページで評価要素の定義ビジネス プロセスを選択すると表示されます。

更新者 このテンプレートで作成した記入票で、評価要素を更新できる
ユーザー ロールを選択します。

承認者 このテンプレートで作成した記入票で、評価要素の定義ステッ
プを完了できるユーザー ロールを選択します。

承認期限日数 承認期日までの記入期間終了日後または記入期間終了日前の
日数を入力します。

このフィールドは、期日方式としてテンプレート設定が選択されて
いる場合に表示されます。

承認期日 算出された承認期日が表示されます。このフィールドは、期日方
式としてパフォーマンス カレンダーが選択されている場合に表示さ
れます。

進捗追跡ステップ

このセクションを使用して、評価期間中に可能なチェックポイント評価の数を定義し、これらの評価を追
加および更新できるユーザーのロールを指定します。また、このセクションでは、これらのステップを完了
し、評価を開始できるユーザーのロールも指定します。このセクションは、一般ページで進捗追跡ビジネス
プロセスを選択すると表示され、以下のサブ セクションも含まれます。

• 期間途中のチェックポイント
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• 予定チェックポイント

• 評価要素の確定

期間途中のチェックポイント

更新者 この記入票のチェックポイント <#> ステップの評価要素を更新
できるユーザー ロールを選択します。

チェックポイント数 記入票で予定するチェックポイントの数 (0 から 11) を入力しま
す。

テンプレート定義 - 一般ページで期日方式がテンプレート設定に
設定されている場合、このフィールドの入力が可能になります。
期日方式がパフォーマンス カレンダーに設定されている場合、この
フィールドにはカレンダーで定義されている期日に基づくチェッ
クポイントの数が表示されます。

予定チェックポイント

指定したチェックポイントの数に応じて、同じ行数がこのグリッドに作成されます。

[チェックポイント期日日数] および
[チェックポイント期間基準]

チェックポイント期日までの記入期間終了日後または記入期間
終了日前の日数を入力します。

これらのフィールドは、期日方式としてテンプレート設定が選択さ
れている場合に表示されます。

チェックポイント期日 算出されたチェックポイント期日が表示されます。

このフィールドは、期日方式としてパフォーマンス カレンダーが選択
されている場合に表示されます。

評価要素の確定

実行者 記入票で評価要素の確定ステップを完了し、評価ステップを開
始できるユーザー ロールを選択します。

コメントを評価にコピー 選択すると、評価要素の確定ステップから従業員および管理者
評価に最新のコメントがコピーされます。従業員が入力したコメ
ントだけが従業員自己評価にコピーされ、管理者が入力したコ
メントだけが管理者評価にコピーされます。

最終期日日数 評価要素の完了の期日までの記入期間終了日後または記入期
間終了日前の日数を入力します。

これらのフィールドは、期日方式としてテンプレート設定が選択さ
れている場合に表示されます。
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最終期日 算出された評価要素の完了期日が表示されます。

このフィールドは、期日方式としてパフォーマンス カレンダーが選択
されている場合に表示されます。

評価者の指名

このセクションのフィールドでは、評価者を更新および送信できるユーザーを設定します。

追加者 評価者の名前を追加できるユーザー ロールを選択します。

送信者 評価を実行する被指名者の氏名を送信できるユーザー ロールを
選択します。

追跡者 指名プロセスを追跡できるユーザー ロールを選択します。

指名期限日数 評価者指名の期日までの記入期間終了日後または記入期間終
了日前の日数を入力します。

カレンダー期日 算出された指名期限が表示されます。

このフィールドは、期日方式としてパフォーマンス カレンダーが選択
されている場合に表示されます。

[指名ロール ルール] グループ ボックスでは、必要な評価者 ([その他] および [同僚]) の最少人数と最大
人数を入力できます。また、[匿名 - 従業員] および [匿名 - 管理者] チェック ボックスを使用して、評価者
を指名する管理者または従業員の氏名を評価者 ([その他] および [同僚]) に対して匿名にするかどうか
を指定します。

このセクションは、テンプレート定義 - 一般ページで評価者の指名ビジネス プロセスを選択すると表示さ
れます。

評価者評価の確認

このセクションのフィールドでは、評価者にアクセス、および評価者を表示できるユーザーを設定します。こ
のセクションは、テンプレート定義 - 一般ページで評価者の指名ビジネス プロセスを選択すると表示され
ます。

評価追跡 選択すると、管理者、従業員、または両方のロールが評価者評
価モーダル ページで評価を実行するユーザーの氏名を表示でき
るようになります。

評価の表示 選択すると、管理者、従業員、または両方のロールが評価者評
価モーダル ページで評価者の評価をドリルダウンできるように
なります。

このオプションを選択する場合、[評価追跡] オプションも選択
しておく必要があります。
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匿名

[匿名] グループ ボックスでは、評価を確認する評価者 ([その他] および [同僚]) を従業員または管理
者、あるいはその両方に対して匿名にするかどうかを指定できます。

[匿名 - 従業員] および [匿名 - 管理
者]

選択すると、従業員、管理者またはその両方から、対応するロー
ルの評価者の氏名が非表示になります。評価者の氏名は <ロー
ル名><連番> のフォーマットでマスクします。

たとえば、同僚ロールの全ての評価者の氏名を従業員に対して
非表示にするため [匿名 - 従業員] フィールドを選択した場合、
従業員が次を実行するときに評価者の氏名が Peer1、Peer2 の
ように表示されます。

• ステップとタスク ページレットが有効な場合、リンクを使用し
て評価者の指名を追跡します。

• ステップとタスク ページレットが有効な場合、リンクを使用し
て評価者評価を確認します。

同様に、同僚ロールに対して [匿名 - 管理者] オプションが有効
な場合、管理者がステップとタスク ページレットのリンクを使用
して評価者の指名を追跡し、管理者評価を確認するとき、およ
び管理者記入票に表示されるセクション レベル、項目レベル、
サブ項目レベルの評価者フィードバックを確認するときと同じ方
法で評価者の氏名が表示されます。

MG 記入票に名前を表示 このチェック ボックスをオンにすると、評価者の氏名と職務名を
管理者記入票のヘッダー領域の下にある [他の評価者] の折り
たたみ可セクションに表示できるようになります。ロールの [匿名
- 管理者] チェック ボックスをオフにした場合のみ、このチェック
ボックスが使用可能になります。ロールが管理者に対して匿名
の場合、管理者記入票に氏名が表示されません。

管理者評価

承認形態 評価が完了するまでの順序を選択します。

このフィールドでは、従業員と一緒に記入票を確認する評価面
接を行うかどうか、また、記入票の正式な承認をこの評価面接
の前または後のいずれで行うかを指定します。また、管理者が
[承認者に送信]、[完了]、[従業員と共有]、および [受諾のリクエ
スト] などのアクションをいつ選択できるかが制御されます。

オプションは、次のとおりです。

• 評価面接後に承認 - 3 ステップ。
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• 評価面接後に承認 - 4 ステップ: 管理者と従業員による評価
面接で完了済みの記入票を確認した後で、記入票の承認
を行う場合は、このオプションを選択します。

• 評価面接前に承認 - 3 ステップ。

• 評価面接前に承認 - 5 ステップ: 管理者と従業員による評価
面接で完了済みの記入票を確認する前に、記入票を承認
しておく必要がある場合は、このオプションを選択します。

• 承認あり、評価面接なし: 承認は必要だが、管理者と従業員に
よる評価面接で完了済みの記入票を確認する必要がない
場合は、このオプションを選択します。

• 承認なし、評価面接なし: 完了済みの記入票に対し、承認と評
価面接のどちらも行う必要がない場合は、このオプションを
選択します。

• 承認なし、評価面接あり - 2 ステップ

• 承認なし、評価面接あり - 4 ステップ: 管理者と従業員による評
価面接で完了済みの記入票の確認は行うが、承認は行わ
ない場合は、このオプションを選択します。

「評価面接および承認プロセスについて」を参照してください。

定義 ID 記入票に対して行う必要がある一連の承認を決定する承認定
義を指定します。管理者が記入票の [送信] ボタンをクリックし
たときに、この承認定義が適用されます。

記入票タイプ ページで選択したデフォルト値がこのフィールドに
表示されますが、この値は変更することができます。このフィー
ルドは、選択した承認形態に承認が含まれている場合のみ適
用されます。

有効なオプションは以下のとおりです。

• 管理者のみ

1 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザクショ
ンは承認担当の管理者に送信されます。

• 管理者から人事部門担当者

2 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザ
クションはまず承認担当の管理者に送信され、次に
ePerformance の人事部門担当者に送信されます。

• 人事部門担当者のみ
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1 つのステップから成る承認プロセスであり、トランザクショ
ンは ePerformance の人事部門担当者に送信されます。

平均評価の表示 管理者または従業員の記入票で評価レベルのグラフを表示す
る場合は、このチェック ボックスのいずれかまたは両方をオン
にします。

未処理の記入票をキャンセル このチェック ボックスをオンにすると、管理者の記入票のステー
タスが 評価進行中 より後のステータスになると、未完了の記入
票および受諾されていない評価者指名が自動的にキャンセル
されます。このオプションによって、その後で評価が入力された
り、平均評価が変わったりするのを避けることができます。

添付可 このチェック ボックスでは、管理者記入票の添付機能をオンに
できます。このチェック ボックスをオンにすると、管理者記入票
の下部に新規セクションが追加され、評価が評価進行中ステー
タスのときに管理者が記入票を添付できるようになります。

注: この添付セクションは、管理者記入票にアクセスできる個
人全てに表示されます。ただし、記入票に添付ファイルを追加で
きるのは記入票のオーナー (管理者) のみです。管理者は、管理
者記入票のステータスが 評価進行中 のとき、1 つ以上の添付
ファイルを追加および削除できます。記入票が 評価進行中 の段
階になるかキャンセルされた場合は、添付ファイルの追加は許
可されません。

評価ルール

このセクションを使用して、記入票の処理全体を通して評価レベルの計算に適用されるルールを定義しま
す。

端数処理ルール 評価レベルの平均計算を行うときに、計算された評価レベル
に対し、どのような端数処理を行うかを指定します。値は切り捨
て、四捨五入、および切り上げのいずれかです。四捨五入では、5
以上が切り上げられ、4 以下が切り捨てられます。たとえば、2.5
は 3 に切り上げられ、2.4 は 2 に切り捨てられます。これは、端
数処理する小数点桁数と組み合わせて使用されます。小数第
1 位に丸める場合は、2.45 は 2.5 に、2.44 は 2.4 になります。

小数点以下 端数処理を適用する場合は、小数点以下第何位に丸めるかを
指定します。指定できるのは、小数点以下第 2 位までです。

評価レベル自動計算 このチェック ボックスをオンにすると、自動的にロールアップ計
算を実行して総合評価レベルを計算できるようになります。デ
フォルトではこの機能が使用されるようになっています。その場
合、記入票に [計算] ボタンが表示されます。評価者に全ての
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評価レベルを手動で入力させる場合は、このチェック ボックス
をオフにします。

レベル換算方法 [評価レベル計算] チェック ボックスをオンにする場合は、端数
処理後の評価レベル値がどの評価レベルに相当するかが明確
でない場合の、評価レベルの換算方法を指定します。たとえば、
計算後の評価レベル値が 2.7 で、評価モデル ページで定義さ
れた評価レベル値 (1、2、3、4 など) になる場合、レベル換算方
法によって 2.7 という値に換算される評価レベル値を定義しま
す。

オプションは高い値、低い値、および近い値です。

たとえば、評価モデルの定義で以下の値が指定されているとし
ます。

A = 優 (評価レベル値 = 1)

B = 良 (評価レベル値 = 2)

C = 可 (評価レベル値 = 3)

D = 要努力 (評価レベル値 = 4)

計算後の評価レベル値が 2.7 (良と可の間で、可の方により近
い) の場合、レベル換算方法によって、選択されるエントリが決
定されます。

• 高い値ではすぐ上の評価レベルが選択されます。この場合
の評価レベル値は 3、評価レベルは可になります。

• 低い値ではすぐ下の評価レベル値が選択されます。この場
合の評価レベルは値 2、評価レベル値は良になります。

• 近い値では直近の評価レベルが選択されます。この場合の
評価レベル値は 3、評価レベルは可になります。

• 計算後の評価レベル値が評価モデルの評価レベル値の
ちょうど中間の場合は、高い方の評価レベル値が選択され
ます。

(JPN) 考課 ID 評価者 ID 別に (JPN) 給与計画プロセスを有効にするには、ID
を選択します。考課定義 JPN ページで ID を定義します。選択し
た記入票タイプに定義されている記入票だけが選択できます。

(JPN) 昇格に含む 選択した考課 ID を給与計画ビジネス プロセスの昇格機能で
使用する場合は、このチェック ボックスをオンにします。考課
定義 JPN ページの [昇格に含む] チェック ボックスがオンの場
合、このチェック ボックスも自動的にオンになります。
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関連リンク
評価基準の修正について
期間途中のチェックポイントについて
指名と追跡プロセスについて
記入票データの入力について
フィードバック統合について
評価面接および承認プロセスについて

テンプレート定義 - タブ ページ
パフォーマンス記入票をタブ形式で表示するように設定する場合、テンプレート定義 - タブ ページ
(EP_TAB_DTL) で使用するタブ ラベルと表示順序を定義します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [テンプレート定義], [テンプレー
ト定義 - タブ]

画像: テンプレート定義 - タブ ページ

次の例では、テンプレート定義 - タブ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このセクションを使用して、パフォーマンス記入票をタブ形式で表示するように構成する場合は、使用す
るタブ ラベルと表示順序を定義します。

記入票のタブ付表示を設定するには、記入票テンプレートの各セクションをタブ ラベルと関連付ける必
要があります。関連付けはテンプレート - 構成ページで行います。実行時にタブ フォーマットでの記入票
の表示を選択すると、最初に数値が最も低いタブ、次に 2 番目に低いタブ、というように表示されます。

グリッドからタブを削除するときチェックが実行され、タブが 1 つ以上のセクションに関連付けられている
場合は警告メッセージが表示されます。
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一般ページの [表示タイプ] フィールドがロング フォーマットのみの場合、[タブ詳細] セクションは編集できま
せん。

テンプレート定義 - 構成ページ
テンプレート定義 - 構成ページ (EP_TMPL_DEFN3) を使用して、記入票の構成の定義、適切なセクショ
ンのテンプレートへの追加、セクションのデフォルトの設定上書きの定義、および各ロールが記入票のセク
ションでどのように機能するかの定義を実行します。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [テンプレート定義], [テンプレー
ト定義 - 構成]

画像: テンプレート定義 - 構成ページ (1/3)

次の例では、テンプレート定義 - 構成ページ (1/3) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: テンプレート定義 - 構成ページ (2/3)

次の例では、テンプレート定義 - 構成ページ (2/3) のフィールドおよびコントロールを説明します。
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画像: テンプレート定義 - 構成ページ (3/3)

次の例では、テンプレート定義 - 構成ページ (3/3) のフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、このテンプレートから作成された記入票を組み込むセクション (セクション定義
ページで定義済み) を選択します。選択した各記入票セクションに対して、コンテンツに項目とサブ項目
が含まれるか、その項目とサブ項目が評価対象かどうかなどの情報を指定します。また、記入票セクショ
ンにアクセスするユーザー ロールごとに、記入票で使用できるルールとプロパティと共に、記入票セクショ
ンで追跡するプロパティを指定します。

注: このページ内のフィールドの多くは、セクション定義ページと似ています。

セクション このテンプレートを基に作成される記入票に含めるセクションを
選択します。

選択可能なセクションは、セクション定義ページで事前に定義
されたものです。セクションを選択すると、そのセクションに定義
されている情報が構成ページの該当セクションのデフォルト情
報になります。デフォルト値は上書きできます。

注: 各テンプレートに含めることのできる総合評価セクションは
1 つだけです。

タブ ラベル 記入票をタブ形式で表示する場合は、セクションを表示するタ
ブを選択します。

このフィールドで使用できる値は、テンプレート定義 - タブ ペー
ジで定義されます。各タブには少なくとも 1 つのセクションを含
める必要があります。
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署名および電子署名のセクションを除き、全てのセクションを 1
つのタブに含める必要があります。

条件定義および進捗追跡に含める このセクションは、条件定義および進捗追跡に含めるステップ
の一部として選択します。このチェック ボックスは、テンプレート
定義 - 一般ページで評価要素の定義および進捗追跡のビジネ
ス プロセスを選択すると表示されます。このビジネス プロセス
のいずれかが有効な場合は、このフィールドのラベルは [条件
定義に含める] または [進捗追跡に含める] のいずれかになりま
す。

このオプションを選択すると、[評価要素の定義ステップ - ロー
ル ルール] グループ ボックスと [進捗追跡ステップ - ロール ルー
ル] グループ ボックスがこのページに表示されます。ビジネス プ
ロセス (評価要素の定義または進捗追跡) の一方のみが有効
な場合、対応する [ロールのルール] グループ ボックスのみ表示
されます。

表示順序 記入票におけるこのセクションの表示順序を指定する一意の
連番を入力します。最初のセクションのデフォルト値は 10 で
す。後続のセクションの値は、10 ずつ増えます。たとえば、ある
セクションの連番を 25 に上書きした場合、その次のセクション
の連番には 35 が割り当てられます。

注: ばらばらの表示順序番号を入力しても、いったんテンプレー
ト定義コンポーネントを閉じて再度アクセスすると、セクションは
自動的に昇順に並べ替えられて表示されます。

セクション、項目、サブ項目、およびプロファイル管理

これらのグループ ボックスに表示されるフィールドのデフォルト値は、セクション定義ページでこのセク
ションに定義した値になります。これらのデフォルト値はテンプレートで上書きできます。

これらのセクションのフィールド定義について、および、プロファイルが選択されている場合は、新しく作成
した従業員の記入票にコンテンツ アイテムを移入するプロファイルの使用方法の例については、「セク
ション定義ページ」を参照してください。

評価要素の定義ステップ - ロール ルール

このセクションのフィールドでは、管理者と従業員が評価プロセスの評価要素の定義ステップで項目を
使用して行う内容を定義します。適切なチェック ボックスをオンにして、評価記入票を作成するときに、記
入票での項目の追加、項目の更新、項目の削除、目標項目のコピー、管理者項目のコピー、その他記入
票からの項目コピーを行う権限を管理者または従業員に付与します。

このセクションは、[評価要素の定義] チェック ボックスをオンにすると表示されます。
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項目追加 このチェック ボックスをオンにすると、このステップでセクション
に項目を追加するロールが有効になります。項目を追加できる
ロールの場合、追加した項目を更新または削除することもできま
す。

項目更新 このチェック ボックスをオンにすると、このステップで管理者、
プロファイル、またはテンプレートなど、それ自体のソースではな
いものから追加された項目をこのセクションで更新するロール
が有効になります。また、項目が記入票に継承されたものの場
合も更新できます。

注: [タイトル]、[説明]、および [評価尺度] フィールドがコンテン
ツ カタログのものの場合、これらは編集できません。

項目の削除 このチェック ボックスをオンにすると、このステップで管理者、
プロファイル、またはテンプレートなど、それ自体のソースでは
ないものから追加された項目を削除するロールが有効になりま
す。また、項目が記入票に継承されたものの場合も削除できま
す。

目標項目のコピー このチェック ボックスをオンにすると、ロールに対して作成した
記入票にビジネス目標項目をコピーするロールが有効になりま
す。

管理者項目のコピー このチェック ボックスをオンにすると、ロールに対して作成した
記入票に、管理者記入票の項目をコピーするロールが有効にな
ります。

別の記入票からコピー このチェック ボックスをオンにすると、ユーザーが所有する別の
記入票から項目をコピーするロールが有効になります。このオプ
ションは以下の 2 つのロールでのみ使用できます。

管理者: このロールのユーザーは、自分が管理者として所有す
る記入票から、記入票ステータスに関係なく項目をコピーできま
す。

従業員: このロールのユーザーは、自分の以前の記入票から項
目をコピーできます。

進捗追跡ステップ - ロール ルール

このセクションのフィールドでは、管理者と従業員が評価プロセスの進捗追跡ステップで項目を使用して
行う内容を定義します。適切なチェック ボックスをオンにして、評価記入票を作成するときに、記入票で
の項目の追加、項目の更新、項目の削除、目標項目のコピー、管理者項目のコピー、その他記入票から
の項目コピーを行う権限を管理者または従業員に付与します。
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このセクションは、テンプレート定義 - 一般ページで進捗追跡ビジネス プロセスを選択すると表示されま
す。進捗追跡ステップは、評価要素の定義ステップと同じロール ルール オプションを多数使用していま
す。

項目 - コメント ロール ユーザーの項目レベルでテキスト項目を表示し、進捗追
跡ステップでコメントを入力します。従業員と管理者は必要に
応じてコメントを共有できます。

管理者ロールの任意のセクションで、[項目 - コメント] または
[セクション コメント] オプションを 1 つ以上有効にします。

セクション コメント ロール ユーザーの項目レベルでテキスト項目を表示し、進捗追
跡ステップでコメントを入力します。従業員と管理者は必要に
応じてコメントを共有できます。

管理者ロールの任意のセクションで、[項目 - コメント] または
[セクション コメント] オプションを 1 つ以上有効にします。

評価最終ステップ - ロール ルール

このセクションには 5 つのタブがあり、そこで、管理者自身または従業員を評価する記入票を作成すると
き、管理者と従業員が別のフィールドを使用できる方法を定義します。

5 つのタブは次のとおりです。

• 評価レベル/加重

• セクション

• 項目

• 編集

• プロファイル管理

[評価最終ステップ - ロール ルール] の [評価レベル/加重]

ロール ルールを定義するロールを選択します。

セクション評価 記入者がセクションに評価レベルを割り当てることができるよう
にするには、このチェック ボックスをオンにします。このフィール
ドは、セクションの [セクション] 領域で [評価] オプションが選
択されていると有効になります。

項目評価 記入者がこのセクションの項目に評価レベルを割り当てること
ができるようにするには、このチェック ボックスをオンにします。
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このフィールドは、セクションの [項目] 領域で [評価] オプション
が選択されていると有効になります。

サブ項目評価 記入者がこのセクションのサブ項目に評価レベルを割り当てる
ことができるようにするには、このチェック ボックスをオンにしま
す。

このフィールドは、セクションの [項目] ページ領域で [評価] が
選択されていると有効になります。

評価レベル上書き 記入票の [計算] ボタンの隣に[評価レベル上書き] ボタンを表
示する場合は、このチェック ボックスをオンにします。記入者は
このリンクをクリックして計算済みの評価レベルを変更すること
ができます。

このオプションは、テンプレート定義 - 処理ページの [評価レベ
ル自動計算] チェック ボックスがオンになっていると有効になり
ます。

警告 合計計算方法を使用する場合は、この機能を使用しない
でください。

従業員評価 このセクションの管理者記入票に (完了済みの自己評価の) 従
業員評価を表示する場合は、このチェック ボックスをオンにし
ます。

評価レベル値 このチェック ボックスをオンにすると、評価モデル定義ページで
定義した評価レベル値または点数が評価レベルと一緒に記入
票に表示されます。

このオプションは、セクションの [セクション] 領域で [評価] オ
プションが選択されていると有効になります。

セクション加重 記入者がセクションに加重を割り当てることができるようにする
には、このチェック ボックスをオンにします。

このオプションは、セクションの [セクション] 領域で [加重] オ
プションが選択されていると有効になります。

項目加重 記入者がこのセクションの項目に加重を割り当てることができ
るようにするには、このチェック ボックスをオンにします。

このオプションは、セクションの [項目] 領域で [加重] オプショ
ンが選択されていると有効になります。

[加重] オプションは [評価] オプションが項目レベルで有効な
場合に編集できます。
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[評価最終ステップ - ロール ルール] の [セクション]

画像: 構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [セクション]

次の例では、構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [セクション] のフィールドおよびコント
ロールを説明します。

コメント 従業員のパフォーマンスに対するコメントをユーザーがテキスト
入力できる欄をセクションに設けるには、このチェック ボックス
をオンにします。このチェック ボックスをオンにしないと、該当す
るロールの他のフィールドは使用可能になりません。

従業員コメント このセクションの管理者記入票に (完了済みの自己評価の) 従
業員のコメントを表示する場合は、このチェック ボックスをオン
にします。

このオプションは管理者ロールでのみ使用できますが、従業員
ロールでも [コメント] オプションが選択されていると編集可能に
なります。

評価者フィードバック ページを移動せずに管理者記入票で管理者が評価者 (同僚 ま
たは その他 のロールなど) のフィードバックを表示できるように
するには、このチェック ボックスをオンにします。評価者フィード
バックがある場合は、テンプレートの設定に基づいてセクション、
項目、およびサブ項目レベルでセクションが折りたたみ可セク
ションとして表示されます。

このオプションは管理者ロールでのみ使用できます。有効な場
合、管理者が管理者記入票を編集または表示するときに、評価
者のフィードバックを参照できます。同様に、人事部門担当者や
間接管理者は管理者記入票を参照するときに評価者フィード
バックを参照できます。

管理者評価での統合された評価者フィードバックの表
示

コメント アシスタント ユーザーが記入票で [コメント ツール] リンクをクリックしたとき
に、コメント アシスタント ページにコメント アシスタント ツールか
らテキスト候補が表示されるようにするには、このオプションを
選択します。

コメント アシスタントから示されるテキストには、あらかじめ定義
されている、該当の項目に対する従業員の能力レベルを表すテ

https://docs.oracle.com/cd/E60251_01/psft_displayin_mngr_ui.html
https://docs.oracle.com/cd/E60251_01/psft_displayin_mngr_ui.html
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キストが使用されます。コメント アシスタント ツールは記入票の
コンピテンシーおよびサブ コンピテンシー セクション用に設計さ
れています。

このフィールドは、ロールの [コメント] チェック ボックスがオンに
なっている場合のみ使用できます

有効なオプションは以下のとおりです。

• コンピテンシー

このオプションを選択すると、コンピテンシーに関連付けら
れているコメント アシスタントのテキストがリスト表示され
るようになります。テキストをコンピテンシーに関連付けるに
は、コメント アシスタント - コンピテンシー ページを使用しま
す。

• サブ コンピテンシー

このオプションを選択すると、サブ コンピテンシーに関連付
けられているコメント アシスタントのテキストがリスト表示さ
れるようになります。テキストをサブ コンピテンシーに関連付
けるには、コメント アシスタント - サブ コンピテンシー ペー
ジを使用します。

• 非使用

コメント アシスタントのテキスト ページにコメント アシスタン
トのテキストを表示させない場合は、このオプションを選択
します。

育成のためのヒント このオプションで [非使用] 以外を選択した場合、記入票の [コ
メント ツール] リンクをクリックすると、コメント アシスタントのテ
キスト ページに育成のためのヒントからのテキストの候補が表
示されるようになります。

育成のためのヒントから示されるテキストには、あらかじめ定義
されている、該当の項目に対する従業員の能力を向上させる
方法を示すテキストが使用されます。育成のためのヒントは、主
に記入票のコンピテンシー セクションやサブ コンピテンシー セ
クション用に設計されています。ただし、記入票の他のセクショ
ンでもこの機能を使用できます。

このフィールドは、ロールの [コメント] チェック ボックスがオンに
なっている場合のみ使用できます

有効なオプションは以下のとおりです。

• コンピテンシー
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このオプションを選択すると、コンピテンシーに関連付けら
れている育成のためのヒントがリスト表示されるようになり
ます。育成のためのヒントをコンピテンシーに関連付けるに
は、"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ペー
ジを使用します。

• サブ コンピテンシー

このオプションを選択すると、サブ コンピテンシーに関連付
けられている育成のためのヒントがリスト表示されるように
なります。育成のためのヒントをコンピテンシーに関連付け
るには、"育成のためのヒント - 関連付け" - サブ コンピテン
シー ページを使用します。

• 非使用

コメント アシスタントのテキスト ページに育成のためのヒン
トを表示させない場合は、このオプションを選択します。

他の評価者のコメント このチェック ボックスをオンにすると、該当ロールのコメント ア
シスタントのテキスト ページに他の評価者から入力されたコメ
ントが表示されるようになります。リスト表示されるのは、完了済
みの記入票の同じセクションに対して入力されているコメントだ
けです。

このフィールドは、[コメント] チェック ボックスがオンになってお
り、ロールが管理者の場合のみ使用できます。

メモ このチェック ボックスをオンにすると、評価要素の設定ステップ
で従業員または管理者によって入力された評価メモがコメント
アシスタントのテキスト ページに表示されるようになります。リス
トには、同一人物によって同じセクションまたは項目に入力され
た評価メモだけが表示されます。

このフィールドは、ロールの [コメント] チェック ボックスがオンに
なっている場合のみ使用できます。
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注: ノートパッド機能では、追加のキーを保存して、コメント ツール機能から項目レベルでのメモの取得を
サポートできます。追加キーによって、評価要素の設定 (記入票) の項目レベルに取り込まれるメモの項目
ID をノートパッドで保存できます。この情報を取得すると、ユーザーが記入票の項目レベルでコメント ツー
ルを選択したとき、項目に取り込まれるメモのみを表示できるようになります。
記入票の項目レベルで [コメント ツール] リンクを選択すると、その項目用のメモのみが表示されます。こ
のため、ユーザーが評価要素の定義記入票で項目のメモを取り込むと、その項目 ID もノートパッドに保存
されます。後でユーザーが項目レベルでコメント ボックスの [コメント ツール] リンクを選択すると、その項
目について取り込まれたメモのみが表示されます。
セクション レベルでユーザーがコメント ツールを選択すると、そのセクション内の全ての項目のメモが表示
されます。

[評価最終ステップ - ロール ルール] の [項目]

画像: 構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [項目]

次の例では、構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [項目] タブのフィールドおよびコント
ロールを説明します。

コメント 従業員のパフォーマンスに対するコメントを記入者がテキスト入
力できる欄を項目に設けるには、このチェック ボックスをオンに
します。このチェック ボックスをオンにすると、該当のロールの
[コメント アシスタント]、[育成のためのヒント]、[他の評価者の
コメント]、[メモ] の各チェック ボックスが使用可能になります。
これらのフィールドの使い方は、[セクション] タブの該当のフィー
ルドと同様です。

従業員コメント 各セクション項目の管理者記入票に (完了済みの自己評価の)
従業員のコメントを表示する場合は、このチェック ボックスをオ
ンにします。

コメント アシスタント [セクション] タブと同じです。

育成のためのヒント [セクション] タブと同じです。

他の評価者のコメント [セクション] タブと同じです。

メモ [セクション] タブと同じです。
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[評価最終ステップ - ロール ルール] の [編集]

画像: 構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [編集]

次の例では、構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [編集] のフィールドおよびコントロール
を説明します。

追加 このチェック ボックスをオンにすると、このロールで該当のセク
ションに項目を追加できるようになります。項目を追加できる
ロールの場合、追加した項目を更新または削除することもできま
す。

更新 管理者、プロファイル、またはテンプレートなど、それ自体のソー
スではないものから追加されたロールに対して作成した記入票
でこのセクションの項目を更新する場合は、このチェック ボック
スをオンにします。また、項目が記入票に継承されたものの場合
も更新できます。

注: [タイトル]、[説明]、および [評価尺度] フィールドがコンテン
ツ カタログのものの場合、これらは編集できません。

削除 管理者、プロファイル、テンプレートまたは継承済みの項目など、
それ自体のソースではないものから追加されたロールに対して
作成した記入票でこのセクションの項目を削除する場合は、こ
のチェック ボックスをオンにします。

目標項目のコピー このチェック ボックスをオンにすると、ロールに対して作成した
記入票にビジネス目標項目をコピーするロールが有効になりま
す。

このオプションは管理者ロールと従業員ロールでのみ使用でき
ます。

管理者項目のコピー このチェック ボックスをオンにすると、ロールに対して作成した
記入票に、管理者記入票の項目をコピーするロールが有効にな
ります。

このオプションは管理者ロールと従業員ロールでのみ使用でき
ます。

別の記入票からコピー このチェック ボックスをオンにすると、ユーザーが所有する別の
記入票から項目をコピーするロールが有効になります。このオプ
ションは以下の 2 つのロールでのみ使用できます。
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管理者: このロールのユーザーは、自分が管理者として所有す
る記入票から、記入票ステータスに関係なく項目をコピーできま
す。

従業員: このロールのユーザーは、自分の以前の記入票から項
目をコピーできます。

有効な場合、ユーザーは別の記入票から、同じ記入票タイプ、
コンテンツ タイプ、セクション、所有者または管理者の項目をコ
ピーできます。

[評価最終ステップ - ロール ルール] の [プロファイル管理]

画像: 構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [プロファイル管理]

次の例では、構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [プロファイル管理] タブのフィールド
およびコントロールを説明します。

個人プロファイルの更新 この記入票によってプロファイル管理ビジネス プロセスで従業
員のプロファイルが更新されるようにする場合は、このチェック
ボックスをオンにします。

このフィールドは、以下の全ての条件が満たされていると使用
できます。

• [セクション] セクションで選択した制御オプションは、ビジネ
ス目標 または なしのいずれかです。

• [項目] セクションで [評価] オプションが選択され、同じセク
ションの [コンテンツ タイプ] フィールドでコンテンツ タイプ
が指定されます。

[項目] セクションの [評価] オプションを編集可能にするに
は、[セクション] セクションの [評価] オプションを先に編集
可能にしておく必要があります。

• [評価最終ステップ - ロール ルール] の [評価レベル/加重]
セクションの [項目評価] オプションが選択されます。
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注: 記入票ステータスが完了になるまで、評価 (同僚、従業員、
管理者など) はプロファイル管理に送信されません。また、記入
票が承認されるまで、項目は評価からプロファイル管理に送信
されません。承認は ePerformance では必須ではないため、記
入票ステータスが完了、つまり管理者評価が完了ステータスで、
ヘッダー レベルの記入票ステータスも完了になるまで項目がプ
ロファイル管理には送信されません。

個人プロファイル タイプ プロファイル タイプを選択します。これらのプロファイル タイプ
はプロファイル管理ビジネス プロセスにおいて、[識別タイプ]
が 個人で定義されています。

このフィールドは、[個人プロファイルの更新] チェック ボックス
がオンの場合に使用できます。

インスタンス識別子 プロファイル管理ビジネス プロセスでこの記入票の評
価と他の評価を区別するインスタンス識別子を選択しま
す。ePerformance には、ePerformance での評価を管理者、被指
名者、または自己申告として識別できるインスタンス識別子が用
意されています。

テンプレート定義 - コンテンツ ページ
テンプレート定義 - コンテンツ ページ (EP_TMPL_DEFN4) を使用してセクションに評価要素を追加しま
す。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [テンプレート定義], [テンプレー
ト定義 - コンテンツ]

画像: テンプレート定義 - コンテンツ ページ

次の例では、テンプレート定義 - コンテンツ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページで設定できるのは、テンプレート定義 - 構成ページに入力したセクションのみです。セクション
を追加する場合は、テンプレート定義 - 構成ページに移動してください。

プロファイルからコンテンツをロード このリンクをクリックして、プロファイルからコンテンツをロード
ページにアクセスします。

セクション項目

このグループ ボックスのフィールドで値を選択するには、テンプレート定義 - 構成ページの [項目を使用]
チェック ボックスをオンにする必要があります。[プロファイルからコンテンツをロード] リンクをクリックする
と、自動的に項目がこのグループ ボックスに表示されます。記入票で追跡または評価する項目を確認、
追加、編集、削除できます。

テンプレート定義 - 構成ページでこのセクションの [テキスト入力] チェック ボックスがオンの場合、テキ
スト入力項目を追加することができます。

項目 ID コンテンツ アイテム詳細 (JPM_CAT_ITEM) テーブルから項目
を選択します。

テンプレート定義 - 構成ページの [コンテンツ タイプ] フィールド
に入力されたコンテンツ タイプに関連するコンテンツ アイテム
のみを選択できます。

このフィールドは、テキスト入力項目には適用されません。
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タイトル テキスト入力項目のタイトルを入力します。

入力できるのは、テキスト入力項目のタイトルのみです。それ以
外の項目の場合は、コンテンツ アイテム - アイテム詳細ページ
の [説明] フィールドに入力されたテキストが表示されます。

説明 追加するテキスト入力項目の説明を入力します。

入力できるのは、テキスト入力項目の説明のみです。それ以外
の項目の場合は、コンテンツ アイテム - アイテム詳細ページの
[ePerformance 説明] フィールドに入力されたテキストが表示さ
れます。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページの [項目] グ
ループ ボックスで [説明] チェック ボックスをオンにした場合に
のみ使用できます。

[評価尺度] および [従業員評価尺度] この項目を評価する基準を明瞭かつ客観的に説明するテキス
トを入力します。このテキストは、パフォーマンス記入票または
キャリア開発記入票に表示されます。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [評価尺度]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

難易度 [高度]、[基本]、または [中級] のいずれかを選択します。値はコ
ンテンツ カタログから取り込まれるため、[説明] や [評価尺度]
などの評価基準と同じルールが適用されます。フィールドを編
集するには、"評価要素の設定" または "記入票" ページの [編
集] アイコンを選択します。アイコンをクリックすると、項目の編
集ページに移動し、そこで評価要素を更新できます。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページの [難易度]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

評価モデル この項目の評価モデルを選択します。

テンプレート定義 - 構成ページの [項目] グループ ボックスで
[セクションの評価モデルを使用] チェック ボックスをオンにした
場合は、同じページの [セクション] グループ ボックスの [評価モ
デル] フィールドに入力した評価モデルが表示されます。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [評価]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

目標評価レベル このセクション項目について従業員が満たす必要のある評価レ
ベルを選択します。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [目標評価レ
ベル] チェック ボックスがオンの場合に表示されます。
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加重 加重合計においてこのセクションが占める割合をパーセント値
で入力します。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [加重]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

最低加重 加重合計においてこの項目が占める必要のある最低限の割合
をパーセント値で入力します。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [最低加重]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

関連 リンク先のセクションに関連付けられたセクション項目の 1 つを
選択します。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページの [関連]
チェック ボックスがオンで、[リンク先] フィールドにセクションが
指定されている場合に表示されます。

注: ePerformance 記入票が、記入票の他のセクションに関連す
るセクションで作成されている場合、両方のセクションが自由
形式としてマークされていると、その記入票では別のセクション
にコンテンツ アイテムがあることを認識できません。

期日 このフィールドは、項目の進捗と項目が期限内に完了したかど
うかを追跡するために使用できます。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [期日]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

警告日 この日付は参照専用です。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [警告日]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

担当者 この項目を記入する担当者が [従業員] か [管理者] かを選択
します。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [担当者]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

必須 記入票上で記入者がこの項目を編集したり削除したりできない
ようにするには、このチェック ボックスをオンにします。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [必須]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。
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注: このチェック ボックスの設定は、任務プロファイルの [必須]
チェック ボックスの設定より優先されます。任務プロファイルの
項目が必須項目であっても、このチェック ボックスがオフの場
合は、記入票では必須項目として扱われません。

重要 このチェック ボックスをオンにすると、記入票のこの項目の詳
細グループ ボックスに重要と表示されます。

このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページで [重要]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

サブ項目

このグループ ボックスで、各項目のサブ項目を追加します。このグループ ボックスは、構成ページでサブ
項目を選択した場合のみ表示されます。

サブ項目 ID プロンプト テーブル (通常はサブ コンピテンシー) のサブ項目
を記入票のこのセクションに含めるには、サブ項目 ID を選択
します。テンプレート定義 - 構成ページの [プロンプト テーブル]
フィールドで指定したサブ項目テーブルに属している項目を選
択できます。

このフィールドは、テキスト入力項目には適用されません。

タイトル 選択したサブ項目のタイトルが表示されます。テキスト入力の
サブ項目を追加する場合は、このフィールドにサブ項目のタイト
ルを入力します。

説明 サブ項目の説明が表示されます。このフィールドは、構成ページ
の [サブ項目] グループ ボックスで説明を選択した場合に表示
されます。

プロファイルからのコンテンツのロード ページ
プロファイルからのコンテンツのロード ページ (EP_TMPL_DEFN5) を使用して、プロファイルからコンテン
ツをロードします。

プロファイルを使用してセクションに評価要素をロードできます。
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ナビゲーション

テンプレート定義 - コンテンツページで [プロファイルからコンテンツをロード] リンクをクリックします。

画像: プロファイルからのコンテンツのロード ページ

次の例では、プロファイルからのコンテンツのロード ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

コンテンツの検索条件を入力して [検索] ボタンをクリックし、テンプレート定義 - コンテンツ ページの[セク
ション項目] グループ ボックスに追加する項目を選択します。

注: これらの項目はテンプレートの構成要素になります。したがって、全ての従業員に適合する一般的な
項目のみ選択することをお勧めします。

テンプレート定義のコピー ページ
テンプレート定義のコピー ページ (EP_CLONE_TMPL) を使用してテンプレートをコピーします。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [テンプレート定義のコピー],
[テンプレート定義のコピー]

画像: テンプレート定義のコピー ページ

次の例では、テンプレート定義のコピー ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

テンプレートをコピーするには、次の手順に従います。

1. 検索ページで、対象の検索条件を入力し、コピー元の記入票テンプレートを選択します。

2. テンプレート定義のコピー ページが表示されます。

3. 新規テンプレートの有効日を入力します。

4. 新規テンプレートの記入票タイプを入力します。

5. 新規テンプレートの ID (最大 8 文字の半角英数字) を入力します。

6. [保存] ボタンをクリックして、テンプレートをコピーします。

注: 同一の従業員のテンプレート タイプと期間終了日と一致するものがある場合、次のエラーメッセージ
が表示されます。「この記入票タイプ、nn/nn/nnnn - nn/nn/nnnn の期間の記入票は既に存在します。このメッセー
ジ表示が間違っていると考えられる場合は、システム管理者に連絡してください。」
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第4章

ビジネス目標の設定

ビジネス目標の設定について

このセクションでは、以下の事項について説明します。

• ビジネス目標の概要。

• 権限リスト。

• 目標プラン。

• 目標セクション定義。

• 目標テンプレート定義。

ビジネス目標の概要

ビジネス目標の設定ページは、ePerformance 記入票の設定と同様のビジネス プロセスに従っています。
パフォーマンスを定義するために使用される主な設定タスクは、ePerformance のインストール、記入票タ
イプ、セクション定義、およびテンプレート定義です。ビジネス目標に関する設定には、ePerformance のイ
ンストール、目標プランの定義、目標セクション定義、および目標テンプレート定義が含まれます。

権限リスト

目標機能をサポートするために、PeopleSoft によって「目標設定」と呼ばれる権限リストが作成されてい
ます。この権限リストには、目標プラン、目標セクション定義、および目標テンプレート定義の各ページが
含まれています。この権限リストは、ePerformance 設定管理者ロールに追加されています。このロール
は、[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance] で ePerformance に関する全ての設定を定義
することを担当します。このロールは、このセクションで説明されている新しい設定ページへのアクセスを
許可するために使用されます。

目標プラン

一般的に、組織は毎年ビジネス目標を定義しています。このプロセスは、新しい事業年度の開始前に、組
織が新しい目標を設定することで開始されます。経営幹部が翌年の目標を定義している間に、管理者と
従業員は今年の目標に関連するパフォーマンス評価を何度も入力しています。

複数の年度が同時に存在する場合があるため、年度ごとに目標ページが区別されます。目標プランは、
ビジネス目標ページのさまざまな年度を区別するために、上位レベルの組織構造として使用されます。目
標プランでは階層方式が識別されます。部門階層については、目標プランでは、特定期間の組織目標
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ページをツリー マネージャで作成された事前定義済みの階層にリンクするために必要なツリーも識別され
ます。

目標セクション定義

目標セクション定義ページは、目標プランを構成するさまざまなセクションを設定するために使用されま
す。このページで、セクションの名前とセクションのルールを定義します。セクション ルールは、月日の経過
と共に変更される可能性があります。このため、このレコードには有効日があります。さらに、目標セクショ
ンにより、セクション、プロパティ (フィールド)、およびそのセクションに関連する属性で使用されるコンテン
ツ タイプが定義されます。定義された後、これらのセクションは目標テンプレートで使用されます。

目標テンプレート定義

目標ページのさまざまなレイアウトを定義するために、管理者は目標テンプレートを設定します。テンプレー
トで、管理者はそのページで表示および使用されるヘッダーとさまざまなセクション、およびセクションの
表示形式 (long またはタブ付き) を定義します。テンプレートは、月日の経過と共に変更される可能性が
あります。履歴を保持するために、テンプレートには有効日があります。ただし、管理者がページの有効日
付きのテンプレートを変更しても、そのページの定義は変更されません。テンプレートは主に、ページのコン
テンツではなく、ページの構造とレイアウトを定義するために使用されます。

目標構造の定義

このトピックでは、目標構造を定義する方法について説明します。

目標構造の定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

目標プラン ページ EPO_OBJ_PLAN 上位レベルで目標ページを関連付けるプランの
年または名前を定義します。

目標セクション定義ページ EPO_SECTN_DEFN 目標テンプレート定義ページに含めるセクションを
定義します。

目標テンプレート定義 - 一般ページ EPO_TMPL_DEFN 目標ページのレイアウトを定義します。

目標テンプレート定義 - セクション ページ EPO_TMPL_SECTION 目標ページに含まれるセクションとそのセクション
の外観を指定します。

目標プラン ページ
目標プラン ページ (EPO_OBJ_PLAN) を使用して、上位レベルで目標ページを関連付けるプランの年ま
たは名前を定義します。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [目標構造], [目標プラン], [目標プラン]

画像: 目標プラン ページ

次の例では、目標プラン ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

目標プランは階層方式も特定します。部門階層では、目標プランによって、ツリー マネージャで作成した
事前定義の階層に、特定期間の組織目標ページを関連付ける必要のあるツリーが特定されます。

目標プランの詳細

ステータス 目標プランのステータスを選択します。値は [アクティブ] および
[非アクティブ] です。デフォルト値は[アクティブ]です。

説明 プランの詳細説明を入力します。

略称 プランの略称を入力します。最大 10 文字まで入力できます。

[開始日] および [終了日] プランの開始日および終了日を入力します。

階層方式 [部門] または [ポジション] を入力します。[部門] を選択した場合
は、部門に関連付けられるセット ID とツリー名を入力できるグ
ループ ボックスが表示されます。
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部門階層セット ID

セット ID 目標プランに追加する部門に関連付けられたセット ID を選択
します。

ツリー名 セット ID に定義されているツリー名を選択します。

目標セクション定義ページ
目標セクション定義ページ (EPO_SECTN_DEFN) を使用して、目標テンプレート定義ページに含めるセク
ションを定義します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [目標構造], [目標セクション定義], [目標セク
ション定義]

画像: 目標セクション定義ページ

次の例では、目標セクション定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

有効日 このフィールドは現在の日付にデフォルト設定されます。ただし、
この日付はビジネスのニーズに応じて変更できます。

ステータス 目標セクションのステータスを選択します。値は [アクティブ] およ
び [非アクティブ] です。デフォルト値は[アクティブ]です。
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説明 セクションの名前を入力します。この名前が目標ページのデフォ
ルトのセクション ラベルとして使用されます。

略称 セクションの略称を入力します。最大 10 文字まで入力できま
す。

項目

項目を使用 セクションで項目を使用する場合は、このチェック ボックスをオ
ンにします。このチェック ボックスをオンにすると、このページ領
域内の他のフィールドが使用可能になります。

コンテンツ タイプ ビジネス目標を定義するときにコンテンツ アイテムを取得する
コンテンツ タイプを選択します。プロファイル管理ビジネス プロ
セスのコンテンツ カタログに定義されている全てのコンテンツ
タイプを選択できます。

テキスト入力 選択し、ユーザーが目標ページに表示するときに、このセクション
にコンテンツ カタログに保存されていない項目を追加できるよ
うにします。追加された各テキスト入力項目には一意の ID が
割り当てられます。この項目はテーブルに格納されないため、再
利用することはできません。

コンテンツ グループの定義 このリンクをクリックして、コンテンツ グループ タイプとコンテン
ツ グループを入力できる追加ページを表示します。

説明 選択し、目標ページに表示する項目に定義されている説明を使
用可能にします。

評価尺度 選択し、目標ページに [評価尺度] フィールドが項目として表示
されるようにします。

達成率 選択し、目標ページに [達成率] フィールドが項目として表示さ
れるようにします。

[項目 - ステータス] および [ステータス
定義]

選択し、目標ページに [ステータス] フィールドが表示されるよう
にします。このチェック ボックスをオンにすると [ステータス定
義] フィールドがアクティブになります。

[項目 - ステータス] (EP_ITEM _STATUS) フィールドに関連す
るカスタム リスト値からプロンプト リスト名が表示されます。こ
のフィールドの追加プロンプト リストは、[プロファイル管理] の
カスタム プロンプト ページ ([HCM 基本設定], [製品/業務別定
義], [プロファイル管理], [プロファイル], [カスタム プロンプト],
[カスタム プロンプト]) で設定できます。
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期日 選択し、目標ページに表示される項目の期日を入力できるよう
にします。

[関連] および [リンク先] 選択して関連付け機能を使用可能にします。[関連] チェック
ボックスをオンにすると、[リンク先] フィールドがアクティブになり
ます。ドロップダウン リスト ボックスのセクション、または [任意の
セクション] を選択して、項目を目標ページの任意のセクションに
関連付けます。

サブ項目

サブ項目を使用 選択すると、目標ページでサブ項目が使用可能になります。こ
のチェック ボックスをオンにすると、このページ領域内の他の
フィールドも使用可能になります。

コンテンツ タイプ サブ項目の取得に使用するコンテンツ タイプ (プロファイル管
理) を選択します。コンテンツ カタログの項目コンテンツ タイプ
と子関係にあるサブ項目のみが表示されます。

テキスト入力 選択すると、ユーザーがテキスト入力 (コード化されていない) サ
ブ項目をセクションに追加できるようになります。

説明 選択し、ユーザーが目標ページに表示するサブ項目の説明を表
示できるようにします。

目標テンプレート定義 - 一般ページ
目標テンプレート定義 - 一般ページ (EPO_TMPL_DEFN) を使用して、目標ページのレイアウトを定義しま
す。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [目標構造], [目標テンプレート定義], [目標テン
プレート定義 - 一般]

画像: 目標テンプレート定義 - 一般ページ

次の例では、目標テンプレート定義 - 一般ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

有効日 このフィールドは現在の日付にデフォルト設定されます。ただし、
この日付はビジネスのニーズに応じて変更できます。

ステータス 目標テンプレートのステータスを選択します。値は [アクティブ] お
よび [非アクティブ] です。デフォルト値は[アクティブ]です。

説明 テンプレートの正式名を入力します。

略称 テンプレートの略称を入力します。最大 10 文字まで入力できま
す。

ページ詳細

デフォルト タイトル 選択し、テンプレートにデフォルトのページ タイトルを入力できる
ようにします。選択すると、[ページ タイトル] フィールドが使用可
能になります。

タイトルへの部門/ポジションの追加 このチェック ボックスをオンにすると、[ページ タイトル] フィール
ドに入力されたタイトルに部門/ポジション名が追加されます。こ
こに示す例では、「法人会計」のページ名が「2009 年度の法人会
計のビジネス目標」になります。
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コメント切替可 選択し、目標ページのヘッダー セクションでコメント セクション
を使用可能にします。これで、管理者またはページ オーナーが目
標ページを更新するときに、このフィールドに情報を入力できる
ようになります。

従業員の写真詳細

写真を表示 選択し、目標ページの写真のスペースを使用可能にします。目
標ページが表示モードでのみレンダリングされる場合は、目標
ページ オーナーの写真が挿入されます。

注: ここで指定したビジネス目標の [写真を表示] 設定
は、HCM Options PageApplication Fundamentals の [写真を表
示] オプションで選択した設定で上書きされます。

表示名 選択し、写真の個人の氏名のスペースを使用可能にします。"従
業員の写真ページ" (PeopleSoft HCM 9.2: ヒューマン リソース
管理の人事・労務管理) に保存された写真が使用されます。

職務名を表示 選択し、写真の個人の職務のスペースを使用可能にします。

ページ表示

表示タイプ ビジネス目標ページの表示方法を選択します。

値は次のとおりです。

ロング フォーマットのみ: (デフォルト値) ページは各セクションにロ
ング フォーマットの記入票として表示され、ユーザーは記入票の
最後のセクションをスクロール ダウンして表示する必要がありま
す。

タブ フォーマットのみ: ページはタブとしてセクションに表示されま
す。

切替 - デフォルト ロング: ページはデフォルトでロング フォーマッ
トで表示されますが、ロング フォーマットとタブ フォーマットの切
替が可能です。

切替 - デフォルト タブ: ページはデフォルトでタブ フォーマットで
表示されますが、ロング フォーマットとタブ フォーマットの切替
が可能です。選択した表示タイプが [ロング フォーマットのみ]
でない場合、タブ ページで記入票がタブ フォーマットで表示さ
れるようにタブを使用するよう定義し、構造ページで記入票の
各セクションにタブ ラベルを指定する必要があります。
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タブﾞ詳細

このセクションは、選択した表示タイプが [ロング フォーマットのみ] ではない場合に表示されます。

このセクションを使用して、ビジネス目標ページをタブ フォーマットで表示するときに使用するタブ ラベル
と表示順序を定義します。各セクションはセクション ページのタブ ラベルと関連付けます。ビジネス目標
がタブ フォーマットで表示される場合、最も小さい番号のタブが最初に表示され、次に小さい番号が次
に表示される、というように続きます。

目標テンプレート定義 - セクション ページ
目標テンプレート定義 - セクション ページ (EPO_TMPL_SECTION) を使用して、"目標" ページに含まれ
るセクションとそのセクションの外観を指定します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [目標構造], [目標テンプレート定義], [セクショ
ン]

画像: 目標テンプレート定義 - セクション ページ

次の例では、目標テンプレート定義 - セクション ページのフィールドおよびコントロールを説明します。
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セクション

セクション 目標ページに使用するセクションを選択します。

このドロップダウン リスト ボックスには、目標テンプレート ページ
の有効日時点で定義されている全ての目標セクションが含ま
れています。セクションを選択すると、ページがリフレッシュされ、
セクションの定義パラメータがテンプレートにデフォルト設定さ
れます。

管理者はテンプレート上で必要に応じてパラメータを変更できま
す。テンプレート上で変更を加えても、セクション定義は変更さ
れません。このような変更はテンプレートにのみ反映されます。

表示順序 各セクションに番号を付けて、セクションを目標ページに表示す
る順序を示します。

セクションは昇順で表示されます。このため、最も小さい番号の
セクションがページの最初に表示されます。最初のセクションに
入力するデフォルト値は 10 です。新規セクションを入力するた
びに、最も大きい値に 10 ずつ加算された値が次の値のデフォ
ルトに設定されます。

タブ ラベル ビジネス目標ページでこのセクションを表示するタブを選択しま
す。

項目

項目を使用 セクションで項目を使用する場合は、このチェック ボックスをオ
ンにします。このチェック ボックスをオンにすると、このページ領
域内の他のフィールドが使用可能になります。

コンテンツ タイプ ビジネス目標を定義するときにコンテンツ アイテムを取得する
コンテンツ タイプを選択します。プロファイル管理ビジネス プロ
セスのコンテンツ カタログに定義されている全てのコンテンツ
タイプを選択できます。

テキスト入力 選択し、ユーザーがコンテンツ カタログに保存されていない項
目を目標ページのこのセクションに追加できるようにします。追
加された各テキスト入力項目には一意の ID が割り当てられま
す。この項目はテーブルに格納されないため、再利用することは
できません。

コンテンツ グループの定義 このリンクをクリックして、コンテンツ グループ タイプとコンテン
ツ グループを入力できる追加ページを表示します。

説明 選択し、目標ページに表示する項目に定義されている説明を使
用可能にします。



第4章 ビジネス目標の設定

Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 131

評価尺度 選択し、目標ページに [評価尺度] フィールドが項目として表示
されるようにします。

達成率 選択し、目標ページに [達成率] フィールドが項目として表示さ
れるようにします。

[項目 - ステータス] および [ステータス
定義]

選択し、目標ページに [ステータス] フィールドが表示されるよう
にします。このチェック ボックスをオンにすると [ステータス定
義] フィールドがアクティブになります。[項目 - ステータス] (EP_
ITEM _STATUS) フィールドに関連するカスタム リスト値からプ
ロンプト リスト名が表示されます。このフィールドの追加プロン
プト リストは、[プロファイル管理] ([HCM 基本設定], [製品/業
務別定義], [プロファイル管理], [プロファイル], [カスタム プロ
ンプト]) で設定できます。

期日 選択し、目標ページの期日を入力できるようにします。

[関連] および [リンク先] 選択して関連付け機能を使用可能にします。[関連] チェック
ボックスをオンにすると、[リンク先] フィールドがアクティブになり
ます。ドロップダウン リスト ボックスのセクション、または [任意の
セクション] を選択して、項目を目標ページの任意のセクションに
関連付けます。

サブ項目

サブ項目を使用 このチェック ボックスをオンにすると、このページ領域内の他の
フィールドが使用可能になります。

コンテンツ タイプ サブ項目の取得に使用するコンテンツ タイプ (プロファイル管
理) を選択します。コンテンツ カタログの項目コンテンツ タイプ
と子関係にあるサブ項目のみが表示されます。

テキスト入力 選択すると、ユーザーがテキスト入力 (コード化されていない) サ
ブ項目をセクションに追加できるようになります。

説明 選択し、ユーザーが目標ページに表示するサブ項目の説明を表
示できるようにします。

ビジネス目標の電子メール通知の設定

このトピックでは、電子メール通知の設定の概要と、ビジネス目標の電子メール通知の設定方法について
説明します。
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ビジネス目標の電子メール通知の設定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

"目標ページ" ページ EP_INSTALL_OBJ ビジネス プロセスの各種ステップをトリ
ガしたときに送信される電子メール通知
を定義します

電子メール通知の設定について
テンプレートから目標ページを作成する前に、ビジネス プロセスの各種ステップをトリガしたときに送信さ
れる電子メール通知を定義する必要があります。この機能を有効にするには、"目標ページ" ページで電子
メール通知のオプションを設定する必要があります。このページには、ユーザーが選択して特定の機能を
有効にできる電子メール通知オプションがリストされます。デフォルトでは、全ての通知オプションが選択
されています。

"目標ページ" ページ
"目標ページ" のページ (EP_INSTALL_OBJ) を使用して、ビジネス プロセスの各種ステップをトリガした
ときに送信される電子メール通知を定義します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [インストール], [製品別設定], [ePerformance インストール], [目標ページ]

画像: "目標ページ" ページ

次の例では、"目標ページ" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

最終ページ ID 作成するページ ID の開始番号を入力します。最終ページ ID に
1 を追加した値が、自動作成されるページ ID になります。



第4章 ビジネス目標の設定

Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 133

警告 このフィールドに表示されている値より小さい番号を入力
すると、予期しない結果が生じる可能性があります。

最終目標項目 ID 作成する目標項目 ID の開始番号を入力します。最終目標項
目 ID に 1 を追加した値が、自動作成される目標項目 ID にな
ります。

警告 このフィールドに表示されている値より小さい番号を入力
すると、予期しない結果が生じる可能性があります。

ページが作成されたときにオーナーに通
知

ページが作成され、オーナーに割り当てられたときに、電子メール
通知をビジネス目標オーナーに送信する場合に選択します。

ページが転送されたときに新規オーナー
に通知

ページが転送されたビジネス目標オーナーに電子メール通知を
送信する場合に選択します。

ページが転送されたときに変更前オー
ナーに通知

変更前のビジネス目標オーナーに、ページが新規オーナーに転
送されたことを示す電子メール通知を送信する場合に選択しま
す。

ページがパブリケーション用に送信され
るときに管理者に通知

ページがパブリケーション用に準備され、待機していることを示
す電子メール通知を管理者に送信する場合に選択します。

ページがパブリッシュされたときにペー
ジ オーナーに通知

パブリッシュされたページへのアクセス権のあるビジネス目標
ページのオーナーに電子メール通知を送信する場合に選択しま
す。通常、このような個人はページを更新し、パブリッシュされた
前述のページへ目標をリンクする必要があります。

パブリケーション プロセスごとに 1 回の
通知

通知するプロセスのページが複数ある場合でも、リクエストをバ
ンドルし、受信者に通知を 1 件で送信する場合に選択します。

ページがパブリッシュされたときに直属
部下/間接的部下に通知

パブリッシュされたページへのアクセス権のある直属部下/間接
的部下に電子メール通知を送信する場合に選択します。通常、
このような個人は ePerformance 記入票を更新し、パブリッシュ
された前述の目標ページへ目標をリンクする必要があります。

パブリケーション プロセスごとに 1 回の
通知

通知するプロセスのページが複数ある場合でも、リクエストをバ
ンドルし、受信者に通知を 1 件で送信する場合に選択します。

最初のパブリケーション時のみ通知 ビジネス目標ページの最初のパブリケーションでのみ受信者に
電子メールを送信する場合に選択します。

目標項目が記入票に継承されるときに
従業員に通知

目標項目が従業員の記入票に継承されるときに、その従業員
に通知電子メール通知を送信する場合に選択します。

目標項目が記入票に継承されるときに
管理者に通知

目標項目が従業員の記入票に継承されるときに、管理者に通
知電子メール通知を送信する場合に選択します。
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第5章

支援ツール用テキストの設定

支援ツールについて

このトピックでは、共通フィールドと以下の内容について説明します。

• コメント アシスタントおよび育成のためのヒントで使用するテンプレートの設定

• コメント アシスタントおよび育成のためのヒントの検索インデックス

支援ツールの設定に使用する共通フィールド
表現チェック使用 評価者は、進捗追跡プロセス中 (有効になっている場合) と評

価プロセス中に表現チェック ツールを使用して、パフォーマンス
記入票から、その組織では好ましくないとされる単語や文章を
抜き出し、それらの修正候補を参照できます。全ての [コメント]
テキスト ボックスに記載された文章を対象に、不適切な表現が
チェックされます。

表現チェック ツールのコンテンツは手動で定義できる他に、サー
ドパーティのベンダーが提供するデータをインポートすることもで
きます。

注: 表現チェック ツールを使用するには、テンプレート定義 - 一
般ページで [表現チェック使用] チェック ボックスをオンにする
必要があります。

コメント アシスタント 評価者は、コメント アシスタント ツールを使用して既に定義済み
のテキストを選択し、特定のコンピテンシーまたはサブ コンピテ
ンシーに対する従業員の評価レベルに説明を加えることができ
ます。管理者は、記入票の項目レベルまたはセクション レベル
でコメント ボックスに表示された [コメント ツール] リンクをクリッ
クして、この支援ツールを使用できます。以下に例を示します。

ボブは自主性の面で際立っている従業員です。彼は、指示される前に
行動しています。彼の行動力は、チームの他のメンバーにとってよい手本
となります。

コンピテンシーやサブ コンピテンシーを定義している場合、コン
ピテンシー/サブ コンピテンシー コンポーネントのコメント アシス
タント ページで、コンピテンシーやサブ コンピテンシーに関連付
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けるテキストを入力します。管理者はコメント ツールを起動した
ときにそれらのテキストを選択できます。サードパーティのサプラ
イヤのコンテンツをインポートし、コメント アシスタントで使用す
ることもできます。

育成のためのヒント 育成のためのヒントは、現状の評価レベルに基づき、コンピテン
シーまたはサブ コンピテンシーに関する評価を改善、向上させ
る方法や、コンピテンシーまたはサブ コンピテンシーを活用する
方法を従業員に示唆するものです。ePerformance を使用し、育
成のためのヒント機能を導入している場合は、記入票に表示さ
れる [コメント ツール] リンクをクリックすると、評価レベルに対応
した適切な育成のためのヒントが表示されます。

コメント アシスタントおよび育成のためのヒントで使用するテンプレートの設定
コメント アシスタントおよび育成のためのヒントのテキストは、コンピテンシー レベルまたはサブ コンピテ
ンシー レベルで定義することができます。テキストを定義したら、そのテキストにアクセスするための記入
票テンプレートを設定します。テンプレート ルールによって、テキストのレベルがコンピテンシーまたはサブ
コンピテンシー レベルで制御され、セクションまたは項目に対するテキスト候補が検索されます。

テキストの定義レベルに対応したテンプレート ルールを設定する必要があります。たとえば、サブ コンピテ
ンシー レベルでテキストを定義した場合、またはサブ コンピテンシー レベルでサードパーティからテキスト
をインポートした場合、テンプレートでコメント アシスタントおよび育成のためのヒントの使用をサブ コンピテ
ンシーに設定し、支援ツールによってテキストが検出されるようにする必要があります。

テキストの定義レベル、記入票テンプレートでの支援ツールの有効レベル、およびユーザーが入力した評
価などの組み合わせにより、[コメント ツール] リンクをクリックしたときに表示されるコメント アシスタント
のテキストが決定されます。

次の表に、コメント ツール リンクの表示レベル、テキストの定義レベル、および必要とされる評価入力の全
ての組み合わせと、それらに対応するコメント アシスタントのテキストを示します。

コメント ツール リンクの表示レ
ベル

テキストの定義レベル 必要な評価入力 表示されるコメント アシスタント
のテキスト

項目 コンピテンシー 項目評価。サブ項目 (行動)
が使用されている場合、その
項目の評価レベルは計算済
み。

その項目および評価レベルに
対するコンピテンシーの説明。

項目 サブ コンピテンシー その項目に対する、少なくとも
1 つのサブ項目評価。

その項目、サブ項目、および
評価レベルに対するサブ コン
ピテンシーの説明。
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コメント ツール リンクの表示レ
ベル

テキストの定義レベル 必要な評価入力 表示されるコメント アシスタント
のテキスト

セクション コンピテンシー セクション内の、少なくとも 1
つの項目評価。その項目にサ
ブ項目がある場合、その項目
の評価レベルは計算済み。

その項目および評価レベルに
対するコンピテンシーの説明。
コメント アシスタント ツールに
より、セクション内の各評価項
目に対し、1 つまたは複数の
エントリが返されます。育成の
ためのヒント ツールにより、セ
クション内の各評価項目に対
し、1 つまたは複数のエントリ
が返されます。

セクション サブ コンピテンシー サブ項目評価。セクション内
の項目に対する、少なくとも 1
つのサブ項目評価。

その項目、サブ項目、および
評価レベルに対するサブ コン
ピテンシーの説明。コメント ア
シスタント ツールにより、セク
ション内の各評価サブ項目
に対し、1 つまたは複数のエ
ントリが返されます。育成のた
めのヒント ツールにより、セク
ション内の各評価サブ項目に
対し、1 つまたは複数のエント
リが返されます。

関連リンク
記入票テンプレートの作成

コメント アシスタントおよび育成のためのヒントの検索インデックス
コメント アシスタントまたは育成のためのヒントの項目に対して追加や削除を行った場合は、常に検索イ
ンデックスを再作成し、項目コレクションの最新の状態を反映させる必要があります。コメント ツールは、コ
メント アシスタントまたは育成のためのヒントのどちらかのツールがセクションまたは項目に対して有効に
なっている場合、検索インデックスを使用してテキストを検出します。

関連リンク
PeopleSoft 検索インデックスの作成
コメント ツールの使い方

表現チェック ツールのコンテンツの定義

表現チェック ツールのコンテンツを定義するには、"表現チェック - 修正候補" コンポーネント
(EP_CHK_SUG_TBL) および "表現チェック - 単語/文章" コンポーネント (EP_CHK_WRD_TBL) を使
用します。
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このセクションでは、表現チェック コンテンツの定義方法について説明します。

表現チェック コンテンツの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

表現チェック - 単語/文章ページ EP_CHK_WRD_TBL 不適切な単語と文章を定義し、修正候補と関連
付けます。

表現チェック - 修正候補ページ EP_CHK_SUG_TBL 修正候補を定義します。

関連リンク
コメント ツールの使い方

表現チェック - 単語/文章ページ
表現チェック - 単語/文章ページ (EP_CHK_WRD_TBL) を使用して、不適切な単語と文章を定義し、修
正候補と関連付けます。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [支援ツール], [表現チェック - 単語/文章], [表現
チェック - 単語/文章]

画像: 表現チェック - 単語/文章ページ

次の例では、表現チェック - 単語/文章ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

単語/文章 記入票に記載するには不適切と考えられる単語や文章を入力
します。表現チェック ツールでは、大文字/小文字は区別されな
いため、どちらで入力してもかまいません。表現チェック ツール
を起動すると、以下の検索ルールに基づいてチェックが行われ
ます。

• このフィールドに 1 つの単語を入力すると、表現チェック
ツールにより、その単語と一致する全単語が取得されます。
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• 複数の単語を入力すると、それらと完全に一致する表現が
取得されます。

コンテンツ提供元 コンテンツの提供元を選択します。デフォルト値は [ユーザー定
義] です。

修正候補 ID 管理者がこのページに入力された不適切な単語や文章の代わ
りに使用できる修正候補の ID を指定します。修正候補と修正
候補 ID は、表現チェック - 修正候補ページで定義します。

表現修正候補 選択した修正候補 ID に関連付けられている表現修正候補が
表示されます。

表現チェック - 修正候補ページ
表現チェック - 修正候補ページ (EP_CHK_SUG_TBL) を使用して、修正候補を定義します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [支援ツール], [表現チェック - 修正候補], [表現
チェック - 修正候補]

画像: 表現チェック - 修正候補ページ

次の例では、表現チェック - 修正候補ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

コンテンツ提供元 コンテンツの提供元として、[コンテンツ提供元] またはサードパー
ティのサプライヤ名を選択します。

表現修正候補 不適切な単語や文章に対する表現修正候補を入力します。ま
たは、管理者がその単語や文章を使用すべきでない理由を入
力します。
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適切な用法 その単語や文章の適切な使用例を入力します。

不適切な用法 その単語や文章の不適切な使用例を入力します。

育成のためのヒントおよびコメント アシスタントのコンテンツの定義

育成のためのヒントおよびコメント アシスタントのコンテンツを定義するには、"育成のためのヒ
ント - 定義" コンポーネント (EP_DEV_TIP_TBL_EP) およびコメント アシスタント コンポーネント
(EP_COMP_WRT_TBL) を使用します。

このトピックでは、育成のためのヒントおよびコメント アシスタントのコンテンツの定義の前提条件とその
方法について説明します。

育成のためのヒントおよびコメント アシスタントのコンテンツの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

育成のためのヒント - 定義ページ EP_DEV_TIP_TBL サードパーティのサプライヤからインポートされた育
成のためのヒントを定義または修正します。

"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテ
ンシー ページ

EP_COMP_DEV_TBL 育成のためのヒントをコンピテンシーの各評価レベ
ルに関連付けます。

"育成のためのヒント - 関連付け" - サブ コ
ンピテンシー ページ

EP_SUB_DEV_TBL 育成のためのヒントをサブ コンピテンシーの各評
価レベルに関連付けます。

コメント アシスタント - コンピテンシー ページ EP_COMP_WRT_TBL コンピテンシーに関連付けられた各評価レベルに
対してコメント アシスタントのテキストを定義しま
す。

コメント アシスタント - サブ コンピテンシー
ページ

EP_SUB_WRT_TBL サブ コンピテンシーに関連付けられた各評価レベ
ルに対してコメント アシスタントのテキストを定義
します。

関連リンク
コメント ツールの使い方
Understanding the Content CatalogPeopleSoft Human Resources Manage Profiles

前提条件
コメント アシスタントおよび育成のためのヒントのテキスト入力は、コンピテンシーとその能力レベル、およ
びサブ コンピテンシーとその能力レベルに関連付けられます。これらのツールのテキストを定義する前に、
以下の情報を設定する必要があります。

• 評価モデル。
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• コンピテンシーとサブ コンピテンシー。

• コンピテンシーの能力レベルとサブ コンピテンシーの能力レベル。

PeopleSoft Enterprise HR に複数のビジネス ユニットとセット ID が導入されている場合、各ユーザーが使
用および作成できる情報は、ユーザー ID に対してビジネス ユニットとセット ID 機能がどのように設定さ
れているかによって決まります。

参照 。

育成のためのヒント - 定義ページ
育成のためのヒント - 定義ページ (EP_DEV_TIP_TBL) を使用して、サードパーティのサプライヤからイン
ポートされた育成のためのヒントを定義または修正します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [支援ツール], [育成のためのヒント - 定義], [育
成のためのヒント - 定義]

画像: 育成のためのヒント - 定義ページ

次の例では、育成のためのヒント - 定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

育成のためのヒントを定義したら、コンピテンシーとサブ コンピテンシーに関連付けます。1 つの育成のた
めのヒントは、1 つ以上のコンピテンシーおよびサブ コンピテンシーに関連付けられます。

コンテンツ提供元 この育成のためのヒントのコンテンツの提供元を選択します。
有効なオプションからサードパーティのサプライヤを選択する
か、[ユーザー定義] を選択して育成のためのヒントを入力します。

関連リンク
育成のためのヒントのコンピテンシーおよびサブ コンピテンシーへの関連付け



支援ツール用テキストの設定 第5章

142 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ページ
"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ページ (EP_COMP_DEV_TBL) を使用して、育成の
ためのヒントをコンピテンシーの各評価レベルに関連付けます。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [支援ツール], [育成のためのヒント - 関連付け],
[育成のためのヒント - 関連付け - コンピテンシー]

画像: "育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ページ

次の例では、"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ページのフィールドおよびコントロールを
説明します。

育成ヒント ID 育成のためのヒントを選択して、関連評価レベルに関連付けま
す。

"育成のためのヒント - 関連付け" - サブ コンピテンシー ページ
"育成のためのヒント - 関連付け" - サブ コンピテンシー ページ (EP_SUB_DEV_TBL) を使用して、育成
のためのヒントをサブ コンピテンシーの各評価レベルに関連付けます。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [支援ツール], [育成のためのヒント - 関連付け],
[育成のためのヒント - 関連付け - サブ コンピテンシー]

画像: "育成のためのヒント - 関連付け" - サブ コンピテンシー ページ

次の例では、"育成のためのヒント - 関連付け" - サブ コンピテンシー ページのフィールドおよびコントロー
ルを説明します。

"育成のためのヒント - 関連付け" - サブ コンピテンシー ページと "育成のためのヒント - 関連付け" - コン
ピテンシー ページは、表示内容と用途が類似しています。

コメント アシスタント - コンピテンシー ページ
コメント アシスタント - コンピテンシー ページ (EP_COMP_WRT_TBL) を使用して、コンピテンシーに関連
付けられた各評価レベルに対してコメント アシスタントのテキストを定義します。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [支援ツール], [コメント アシスタント], [コメント
アシスタント - コンピテンシー]

画像: コメント アシスタント - コンピテンシー ページ

次の例では、コメント アシスタント - コンピテンシー ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

評価レベルは、特定のコンピテンシーに対する従業員の能力レベルを示しています。指定したコンピテン
シーに関連付けられた各評価レベルに対し、管理者がコメント アシスタント ツールの起動時に使用できる
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コメント アシスタントのテキストを定義できます。各評価レベルに対して、複数のテキストを入力すること
ができます。

注: サブ コンピテンシー ページにアクセスすると、指定したコンピテンシーに関連付けられた最初のサブ
コンピテンシーが表示されます。他のサブ コンピテンシーにアクセスするには、次のページに進むか、[全て
表示] リンクをクリックします。

連番 番号を入力すると、管理者がこのコンピテンシーでコメント アシ
スタントを起動したときに表示されるテキストの順序が決定さ
れます。

コメント アシスタント 選択した能力レベルを説明するテキストを 1 行または複数行入
力します。

テキストで以下の変数を使用し、従業員の名前と性別に対応し
たコメントを作成できます。

• %1 = 従業員の名前

• %2 = 従業員

• %3 = 従業員の

• %4 = 従業員に

• %5 = 従業員自身に

重要 コメント アシスタントのテキストをサブ コンピテンシーに追加するには、サブ コンピテンシーの評価
レベル説明が設定されており、そのサブ コンピテンシーがコンピテンシーに関連付けられていることを確
認します。評価レベル説明、およびサブ コンピテンシーとの関係は、どちらも[HCM 基本設定], [製品/業
務別定義], [プロファイル管理], [コンテンツ カタログ], [コンテンツ アイテム]にあります。

コメント アシスタント - サブ コンピテンシー ページ
コメント アシスタント - サブ コンピテンシー ページ (EP_SUB_WRT_TBL) を使用して、サブ コンピテン
シーに関連付けられた各評価レベルに対してコメント アシスタントのテキストを定義します。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業種別定義], [ePerformance], [支援ツール], [コメント アシスタント], [コメント
アシスタント - コンピテンシー], [コメント アシスタント - サブ コンピテンシー]

画像: コメント アシスタント - サブ コンピテンシー ページ

次の例では、コメント アシスタント - サブ コンピテンシー ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。

コメント アシスタント - サブ コンピテンシー ページと コメント アシスタント - コンピテンシー ページは、表
示内容と用途が類似しています。

育成のためのヒントのコンピテンシーおよびサブ コンピテンシーへの関連付
け

育成のためのヒントをコンピテンシーおよびサブ コンピテンシーに関連付けるには、"育成のためのヒント
- 関連付け" コンポーネント (EP_COMP_DEV_TBL) を使用します。

このトピックでは、育成のためのヒントをコンピテンシーおよびサブ コンピテンシーに関連付ける方法につ
いて説明します。
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育成のためのヒントのコンピテンシーおよびサブ コンピテンシーへの関連付けに使用
するページ

ページ名 定義名 用途

"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテン
シー ページ

EP_COMP_DEV_TBL 1 つまたは複数の育成のためのヒントをコン
ピテンシーに関連付けます。

"育成のためのヒント - 関連付け" - サブ コンピ
テンシー ページ

EP_SUB_DEV_TBL 1 つまたは複数の育成のためのヒントをサブ
コンピテンシーに関連付けます。

"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテ
ンシー ページと "育成のためのヒント - 関連
付け" - サブ コンピテンシー ページは、表示
内容と使用法が類似しているため、ここでは
コンピテンシー ページについてのみ説明しま
す。

"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ページ
"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ページ (EP_COMP_DEV_TBL) を使用して、1 つまた
は複数の育成のためのヒントをコンピテンシーに関連付けます。

ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [支援ツール], [育成のためのヒント - 関連付け],
[育成のためのヒント - 関連付け - コンピテンシー]

画像: "育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ページ

次の例では、"育成のためのヒント - 関連付け" - コンピテンシー ページのフィールドおよびコントロールを
説明します。

評価レベルは、特定のコンピテンシーに対する従業員の能力レベルを示しています。指定したコンピテン
シーに関連付けられた各評価レベルに対し、管理者が育成のためのヒント ツールの起動時に使用でき
る育成ヒントのテキストを定義できます。各評価レベルに対して、複数のテキストを入力することができま
す。

育成ヒント ID 育成のためのヒント ページで定義した値のリストから育成のた
めのヒントを選択します。選択した育成のためのヒントは、この
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ページにアクセスする際に指定したコンピテンシーに関連付けら
れます。

注: サブ コンピテンシー ページにアクセスすると、指定したコン
ピテンシーに関連付けられた最初のサブ コンピテンシーが表
示されます。他のサブ コンピテンシーにアクセスするには、次の
ページに進むか、[全て表示] リンクをクリックします。

重要 育成のためのヒントをサブ コンピテンシーに関連付けるには、サブ コンピテンシーの評価レベルが
既に設定されていること、およびサブ コンピテンシーがコンピテンシーに関連していることを確認してくだ
さい。評価レベル、およびサブ コンピテンシーとの関係は、いずれも、[HCM 基本設定], [製品/業務別定
義], [プロファイル管理], [コンテンツ カタログ], [コンテンツ アイテム] で定義します。

サードパーティ コンテンツのインポート

このトピックでは、表現チェック ツールのサードパーティ コンテンツのインポートの概要と、データのインポー
トに使用するページを示します。

データのインポートに使用するページ
ページ名 定義名 用途

File Inbound PageIntegration Interfaces EO_FILE_INBOUND 支援ツールにインポートするファイルを選択しま
す。

Inbound File PageIntegration Interfaces EO_FILETOMSG サードパーティ プロバイダからのデータをロードす
るためのバックグラウンド処理を実行します。

プロセス リスト ページ PMN_PRCSLIST 実行したバックグラウンド処理のステータスを確
認します。

『PeopleTools: Process Scheduler』の「Viewing
the Status of Processes」を参照してください。

関連リンク
Understanding the Flat File UtilityIntegration Interfaces

サードパーティ データのインポートについて
PeopleSoft は、コンピテンシーと能力レベルの定義に使用するコンテンツを提供しているいくつかのサード
パーティのプロバイダと提携しています。プロバイダの中には、ePerformance に標準装備されている育成
のためのヒントや表現チェックといった支援ツールで使用できるコンテンツを提供しているところもありま
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す。ユーザーは、こうしたサードパーティのデータをシステムにインポートすることも、自由形式でコンテンツ
を入力することもできます。あるいは、その 2 種類のデータを組み合わせて使用することも可能です。

ePerformance では、PeopleTools インテグレーション ブローカーを使用して、サードパーティ ベンダーのデー
タを、カンマで区切ったフラット ファイル形式で受け取ることができます。インバウンド ファイル パブリッ
シュ アプリケーション エンジン (EOP_PUBLISHF) プロセスにより、ePerformance にフラット ファイルがイ
ンポートされます。サードパーティ コンテンツを ePerformance にロードするためのインターフェイスを開発す
る必要はありません。

データ インポートの準備

データ インポートの準備をするには、まず、ファイル インバウンド ページで、インポートするファイルに対し
てインバウンド ファイル ルールをアクティブにする必要があります。このページでは、メッセージとファイル
を関連付けて、受信ファイルのデフォルト ディレクトリを c:\temp から任意のディレクトリに変更することが
できます。

次の表に、インバウンド ファイル ルールのファイル識別名を示します。

ファイル識別名 説明

EP_CHK_SUG 表現チェック - 修正候補

EP_CHK_WRD 表現チェック - 単語/文章

EP_COMPETENCY コンピテンシー

EP_COMP_DEV コンピテンシーの育成のためのヒント

EP_COMP_PROF コンピテンシーの評価レベル

EP_DEV_TIP 育成のためのヒント

EP_RATING_MDL 評価モデル

EP_REVW_RATING 評価モデルの評価レベル

EP_SUB_COMP サブ コンピテンシー

EP_SUB_DEV サブ コンピテンシーの育成のためのヒント

EP_SUB_PROF サブ コンピテンシーの評価レベル

EP_SUB_WRT サブ コンピテンシーのコメント アシスタントのテキスト

データのインポート

データをインポートするには、次の手順に従います。
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1. それぞれのメッセージ チャネルのステータスが実行中 (一時停止でない) であることを確認します。

製品出荷時の設定では、メッセージ チャネルは一時停止になっています。

"メッセージ チャネルの設定" の手順に従ってください。

『PeopleTools: Integration Broker』を参照してください。

2. 各メッセージとその PeopleCode サブスクリプション、インテグレーション ブローカー トランザクションが
アクティブであることを確認します。

3. PeopleSoft プロセス スケジューラを起動します。

アプリケーション サーバーで、メッセージのパブリッシュとサブスクライブが実行されている必要があり
ます。

『PeopleTools: System and Server Administration』を参照してください。

4. ファイル識別名ごとに、パブリッシュ プロセスを実行します。

パブリッシュ プロセスにより、フラット ファイルがメッセージに変換されます。

a. [エンタープライズ コンポーネント]、[インテグレーション定義]、[プロセス実行]、[インバウンド ファイ
ル パブリッシュ] の順にクリックします。

b. ラン コントロール ID を作成し、プロセスを実行します。

インバウンド ファイル ページを使用したファイル処理の手順に従います。

Understanding the Flat File UtilityIntegration Interfaces を参照してください。

5. プロセス モニターでプロセスが完了したことを確認します。

6. サブスクライブが実行されたことを確認します。

a. [PeopleTools]、[インテグレーション ブローカー]、[インテグレーションのモニター]、[メッセージ モニ
ター] の順にクリックし、メッセージ モニター コンポーネントにアクセスします。

b. [パブリッシュ ノード] フィールドで該当のローカル ノードを選択し、[キュー タイプ] フィールドで [サブ
スクリプション コントラクト] を選択します。

処理を行ったメッセージのサブスクリプション コントラクトを検索します。

PeopleSoft 検索インデックスの作成

このセクションでは、以下の項目について概要を説明します。

• 検索定義
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• 検索カテゴリ

• 検索インデックス スケジュールおよび検索インデックス。

検索定義

検索定義は、テキスト検索に使用可能なビジネス オブジェクトです。各検索定義は、検索に必要なビジ
ネス コンテキスト データを取得するクエリーに関連付けられています。検索定義により、システムで検索結
果 (検索対象記入票) を作成できるようにするために検索フレームワークで必要となる情報が指定されま
す。

ePerformance では、このような検索定義が用意されており、ユーザーがコメント ツール機能を介して育成
のためのヒントやコメント アシスタントを検索するときに使用できます。

• HC_EP_DEV_TIP

コンピテンシーまたはサブ コンピテンシーに関連付けられていない育成のためのヒントに使用します。

• HC_EP_DEVSUB_TIP

コンピテンシーの育成のためのヒントに使用します。

• HC_EP_DEVCOMP_TIP

サブ コンピテンシーの育成のためのヒントに使用します。

• HC_EP_WRITER_COMP

コンピテンシーのコメント アシスタントに使用します。

• HC_EP_WRITER_SUBCOMP

サブ コンピテンシーのコメント アシスタントに使用します。

検索カテゴリ

検索カテゴリでは、検索定義の論理グループが使用可能になります。技術的には、エンド ユーザーが個々
の検索定義ではなく、検索カテゴリに対して検索を実行します。このため、それぞれの検索定義は 1 つ以
上の検索カテゴリに属している必要があります。

ePerformance では、同じ名前で提供されているぞれぞれの検索定義に対して、1 つの検索カテゴリを提
供します。

• HC_EP_DEV_TIP

• HC_EP_DEVSUB_TIP

• HC_EP_DEVCOMP_TIP

• HC_EP_WRITER_COMP

• HC_EP_WRITER_SUBCOMP
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検索インデックス スケジュールおよび検索インデックス

検索インデックス スケジュールは、クロールする必要のある検索定義を指定します。検索インデックス ス
ケジュールのプロセスを実行すると、XML フィードが生成されて検索エンジンでスケジュールが作成さ
れ、このスケジュールが XML フィードをクロールし、検索インデックスを作成します。

コメント アシスタントまたは育成のためのヒントのテキスト項目を追加または削除した場合は、対応する
検索インデックスを再作成し、データベース内でこれらの項目が正確に参照されるようにする必要があり
ます。インデックスを再作成しないと、コメント ツールの使用時に、追加されたコンテンツは表示されませ
ん。

PeopleSoft 検索フレームワークで PTSF_SCHEDULE ラン コントロール コンポーネントを使用して、必要に
応じてこれらのインデックスを作成または再作成する PTSF_GENFEED プロセスの起動を処理します。

• HC_EP_DEV_TIP

• HC_EP_DEVCOMP_TIP

• HC_EP_DEVSUB_TIP

• HC_EP_WRITER_COMP

• HC_EP_WRITER_SUBCOMP

インデックス作成プロセスは、検索定義のデプロイ後はそれぞれの検索定義に対して個別に実行する必
要があります。

ePerformance 記入票のグローバル検索

ePerformance のパフォーマンス記入票とキャリア開発記入票は、グローバル検索 (PeopleSoft 検索フレー
ムワーク機能) を使用して検索できます。従来のメニュー ナビゲーションを使用して対応するコンポーネン
トにアクセスする他に、ユーザーは、[グローバル検索] バーの [パフォーマンス記入票] 検索カテゴリで直接、
キーワード検索を開始してアクセスできます。これは有効であればアプリケーションのヘッダー (メニュー ナ
ビゲーション パスの直下) に表示されます。

Using Global Search Definitions for HCMApplication Fundamentalsを参照してください。

PeopleSoft Global Search - HCM

ePerformance 記入票でのコメント アシスタントと育成のためのヒントの検索ステップ
機能の完全な設定については、PeopleTools のインストール ドキュメントと PeopleSoft 検索フレームワーク
のドキュメントを参照してください。

ユーザーが ePerformance 記入票でコメント アシスタントと育成のためのヒントを検索できるようにするに
は、以下のことを実行します。

1. ePerformance で提供されている検索定義をデプロイします。

http://docs.oracle.com/cd/E58370_01/psft_gbl_search_fscm.html


支援ツール用テキストの設定 第5章

152 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

検索定義の詳細については、『PeopleTools: Search Technology』を参照してください。

2. ePerformance で提供されている ePerformance 検索カテゴリをデプロイします。

注: 検索定義を 1 つデプロイすると、同じ名前の検索カテゴリが自動的にデプロイされます。

検索カテゴリの詳細については、『PeopleTools: Search Technology』を参照してください。

3. 検索定義用の検索インデックスを作成します。

最初にインデックスを作成する場合は、フル インデックスを作成します。その後の実行では、増分イン
デックスのオプションを使用します。

検索インデックスの詳細については、『PeopleTools: Search Technology』を参照してください。

4. 検索機能をテストします。

インデックス作成プロセスが完了したら、以下の方法で検索機能をテストします。

• PeopleTools で提供される検索テスト ページを使用します。

検索テスト ページの詳細については、『PeopleTools: Search Technology』を参照してください。

• パフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票で、育成のヒントまたはコメント アシスタント テ
キストの検索を実行します。
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第6章

デスクトップ インテグレーションの使い方

ePerformance とのデスクトップ インテグレーションについて

デスクトップ インテグレーションは、Microsoft Office 製品と PeopleSoft アプリケーションの間の統合を編
成する共通フレームワークです。ePerformance はこのフレームワークを採用しており、Microsoft Outlook と
の統合によって次の 2 つの機能を提供します。

• 電子メールのコンテンツを Outlook から直接、PeopleSoft の記入票に評価メモとして追加できます。

• PeopleSoft の評価 (記入票) における複数の日付を Outlook でタスクとして追跡できます。

HCM 9.2 の ePerformance の新機能

電子メール コンテンツの評価メモとしての追加
評価プロセス中に、管理者は直属部下または評価対象者に関するパフォーマンス情報を記録するために
メモを入力し、従業員も自身のためにメモを入力します。PeopleSoft システムで [評価メモ] アイコンをク
リックしてメモを手動で入力できるだけでなく、Outlook アプリケーションで電子メール メッセージから評価
メモを挿入することもできます。

Outlook の一部としてロードされる PeopleSoft メニューのアドインを使用して、ユーザーは電子メール コン
テンツを自分 (従業員) または自分が選択した従業員 (管理者) に対する評価メモとして追加できます。

Outlook インテグレーションによって作成される評価メモは、PeopleSoft システムで作成される評価メモと
似ています。これらは両方とも、文字数が 8095 文字に制限されており (この制限を超えた Outlook のコ
ンテンツは切り捨てられます)、プレーン テキストのみをサポートしています (Outlook コンテンツに含まれて
いるリッチ テキスト形式、特殊文字およびイメージは削除されます)。Outlook から挿入された各メモには、
メモの最後に「Outlook から送信」という句が追加されます。

Outlook からの電子メールの添付ファイルはサポートされていません。つまり、添付ファイルは評価メモの
一部として使用できません。

「Outlook からの評価メモの挿入」を参照してください。

評価アクション アイテムの Outlook タスクとしての追跡
従業員の進捗をさまざまなチェックポイントで追跡できる期間途中の評価機能により、ePerformance に
は、管理者と従業員が自分の評価における多数の期日を Outlook タスクとして管理するために役立つ
方法が用意されています。

http://docs.oracle.com/cd/E57309_01/PSFT_ePerform/psft_eperformance.html
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評価プロセスのさまざまなポイントで、従業員と管理者のタスクを作成するためのデータが Outlook に送
信されます。Outlook へのさまざまなタスクの送信を起動するイベントは、以下のとおりです。

• 記入票が作成されたとき。

• 管理者、従業員、またはその両方が (記入票のテンプレート定義のプロセス ページでの指定に
従って) 最終評価要素の記入票を更新できる場合、管理者、従業員、またはその両方に評価要
素の承認期日のタスクが送信されます。

• 管理者と従業員の両方が (記入票のテンプレート定義のプロセス ページでの指定に従って)
チェックポイントの更新を許可されている場合、管理者と従業員の両方が各チェックポイント期
日のタスクを受信します。

具体的には、管理者は各チェックポイント期日のタスクを受信します。従業員は、ロール ルールの
設定でコメントが有効になっている場合にもタスクを受信します。

• 管理者、従業員、またはその両方が進捗追跡ステップを完了する権限を持っている場合、管理
者、従業員、またはその両方に進捗追跡の完了期日のタスクが送信されます。

• ユーザーが管理者評価 (または自己評価の入力) ステップで評価を開始したとき。

(記入票のテンプレート定義の一般ページで指定されている) 評価を更新できる各ユーザーに、評価期
日のタスクが送信されます。

• ユーザーが未処理の評価リクエスト ページで指名リクエストを受諾し、フィードバック記入票が作成さ
れたとき。

被指名者に評価期日のタスクが送信されます。

Outlook タスクには、以下の情報が含まれています。

• 件名

件名テキストには、ロールと評価プロセスのステップ名が含まれます。

• 進捗状況

初期値は N で、これは未処理を表します。

• 優先度

有効な値は、高、標準、低です。新規タスクの優先度のデフォルト値は "高"です。

• 期限

この値は、対応するステップのテンプレート定義に指定されている期日設定を使用して計算されま
す。

• アラーム日
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この値は、ePerformance ページの [期間終了日以前のリマインダ日数] フィールドに指定された数値
を期日から差し引いて計算されます。

• メッセージ本文

電子メール本文には、ユーザーを ePerformance の関連する記入票に転送するためのセキュア URL
が記載されます。

次のイベントが発生すると、タスクのステータスが更新されます。

• ユーザーが期間途中、最終評価要素または評価記入票をクリックして完了すると、管理者および従業
員に対して、対応するタスクのステータスが完了に設定されます。評価記入票については、ステータス
変更は全てのロールに適用されます。

• 管理者が従業員に対する評価記入票をキャンセルすると、全てのロールに対して、対応するタスクの
ステータスが削除済に設定されます。

ePerformance でのデスクトップ インテグレーションの設定

ここでは、ePerformance で Outlook インテグレーション機能をサポートするために、デスクトップ インテグ
レーション フレームワークを設定する手順の概要を示します。

PeopleSoft システム:

1. ePerformance のインストール ページで、インストール オプション (各 Outlook インテグレーション機能
に対して 1 つ) を有効にします。

「システム設定の定義」を参照してください。

2. デスクトップ インテグレーションを設定および構成します。以下を確認します。

• ユーザーはセキュリティが保護された接続 (https) を使用して PeopleSoft システムにアクセスでき
ます。

• PeopleSoft システムに使用しているアプリケーション サーバーで、インテグレーション ブローカーが
実行されています。

3. Outlook インテグレーション機能を活用するユーザーに、EODI_RemoteUser ロールが与えられていま
す。

設定詳細の詳細については、Setting Up Desktop IntegrationIntegration Interfaces を参照してください。

ユーザー:

1. Microsoft Outlook 2007 をインストールします。

2. Outlook 用の Microsoft アドインが Outlook アプリケーションにロードされています。
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3. PeopleSoft メニューの設定とオプションがインテグレーション用に正しく設定されています。

ユーザー設定の詳細については、Using the PeopleSoft Outlook MenuIntegration Interfaces を参照してく
ださい。
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第7章

記入票の作成

記入票の作成について

このセクションでは、以下の事項について説明します。

• 記入票の作成プロセス

• 記入票のコピー

• 記入票の内容

• プロファイルからのロード
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記入票の作成プロセス
記入票の作成により評価プロセスが開始されます。記入票の作成プロセスは、記入票を作成している
ユーザーのロールによって異なります。このプロセスは、記入票の作成に使用されるテンプレート定義ルー
ルに基づいた記入票の作成で完了します。

画像: このプロセスにおける人事部門担当者、管理者および従業員とシステムとの一般的な対話を示す
記入票作成の図

この図は、人事部門担当者、管理者および従業員の記入票の作成プロセスを示しています。

3 つのロールのいずれも記入票を作成できますが、それぞれ方法が多少異なります。

• 人事部門担当者は、バックグラウンド処理のスケジュールを設定し、1 人以上の従業員または 1 つ以
上の従業員グループを選択します。ユーザーが記入票を作成するときに移入される、デフォルト値 (記
入票タイプと評価期間) を定義することもできます。

• 管理者は、直属の従業員のグループを 1 つ選択してそのグループから 1 人以上の従業員を選択する
か、または 1 人以上の直属の従業員を直接選択することができます。
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• 従業員は、自分自身の記入票のみを作成できます。

プロセスの開始者は、記入票を作成する対象者を指定したら、記入票のパラメータを選択する必要があ
ります。パラメータには、記入票タイプ、記入票テンプレート、および対象となる評価期間が含まれます。イ
ンストール設定によっては、言語コードが必要となる場合もあります。従業員による記入票作成では、その
従業員が複数の職務を兼務する場合、職務名が必要となります。記入票タイプに指定されている場合に
は、従業員は記入票の管理者/メンターも選択しなければならない場合もあります。

ユーザーがパラメータを入力すると、以下のように、記入票タイプと記入票テンプレートに関連付けられた
ルールがチェックされます。

• "評価要素の定義" は有効か。

• "進捗追跡" は有効か。

• "評価者の指名" は有効か。

記入票タイプと記入票テンプレートによって設定されたルールに基づいて、評価プロセスで使用される記
入票が作成されます。この記入票は、ワークセンター フレームワークを使用して表されます。このフレーム
ワークは、ユーザーのクリック回数を減らし、パフォーマンス プロセスへの洞察を改善し、ユーザーが作業し
ている現在のパフォーマンス記入票を終了せずに他のパフォーマンス情報に簡単にアクセスできるように
します。

「ePerformance ワークセンターについて」を参照してください。

記入票のコピー
記入票の作成を容易にするために、ePerformance では、管理者と従業員は記入票のステータスを問わ
ず、既存の記入票をコピーすることができます。この機能は、記入票が広範囲にわたって変更される場合
や複数の従業員に同じ変更を適用する場合に役立ちます。

コピー機能を有効にするには、記入票タイプ ページで [管理者] チェック ボックスと [従業員] チェック
ボックスのいずれかまたは両方をオンにします。これにより、パフォーマンス記入票の作成ページとキャリ
ア開発記入票の作成ページに [コピー元の記入票] フィールドが表示されます。

管理者が記入票をコピーする場合は、コピー元として使用する直属部下の記入票を 1 つ選択します。従
業員が記入票をコピーする場合は、コピー元として使用する自分の記入票を 1 つ選択します。選択した記
入票の構造が新規記入票のベースとして使用されますが、評価レベルの情報は使用されません。

記入票の内容
記入票に含まれる評価要素やコンテンツ アイテムは、関連付けられたテンプレートによって決まります。テ
ンプレート定義 - 構成ページの [項目] タブでユーザー ロールに対しての [追加] チェック ボックスがオン
になっている場合は、新規の項目とテキスト入力項目を記入票 (ドラフト) または評価記入票に追加でき
ます。テキスト入力項目の場合は、[テキスト入力] チェック ボックスもオンに設定されている必要があり
ます。
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プロファイルからのロード
テンプレート定義 - 構成ページで [プロファイルからロード] がオンの場合は、記入票を作成するときに、従
業員の職務情報に関連付けられた非個人プロファイルに基づいて、記入票に追加する項目が存在する
かどうかがチェックされます。

[プロファイルからロード] がオンの場合は、次の処理が行われます。

1. テンプレート定義 - 構成ページで [プロファイル管理] グループ ボックスの [プロファイル タイプ]
フィールドに入力されたプロファイル タイプが識別されます。

2. プロファイル タイプに関連付けられた全てのプロファイル ID が識別されます。

3. プロファイル ID に関連付けられた全てのプロファイル識別タイプとキーが識別されます。

4. プロファイル識別タイプの設定ページで定義された順序に従ってプロファイル識別タイプのリストが
作成されます。

5. 従業員の職務情報レコードが特定されます。

6. 連番付けされたリストの最初のプロファイル識別タイプが参照され、従業員の職務情報レコードで
キーに一致する該当項目のデータが存在するかどうかが確認されます。

a. 一致するデータがある場合は、関連するコンテンツ アイテム (項目) がプロファイル ID から記入
票に追加されます。

b. 一致するデータがない場合は、連番付きリストの次のプロファイル識別タイプがチェックされま
す。

c. 連番付きリストの最後になると、処理が停止されます。

項目がプロファイルからロードされるときの ePerformance と任務プロファイル マネージャ (JPM) の間の
マッピングは、次のとおりです。

ePerformance のフィールド ラベル 任務プロファイル マネージャのフィールド ラベル

項目 ID JPM_CAT_ITEM_ID

評価モデル RATING_MODEL

目標評価レベル JPM_RATING1

加重 JPM_PCT_1

最低加重 JPM_PCT_1

期日 JPM_DATE_1

警告日 JPM_DATE_2
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ePerformance のフィールド ラベル 任務プロファイル マネージャのフィールド ラベル

必須 JPM_MANDATORY

重要 JPM_YN_2

注: テンプレート定義 - 構成ページで、[テキスト入力] チェック ボックスをオンにして、記入票に表示する
項目を選択することにより、テキスト入力項目を追加できます。テンプレート定義 - コンテンツ ページで [プ
ロファイルからコンテンツをロード] リンクをクリックして、コンテンツ アイテムを追加することもできます。作
成プロセスを開始すると、これらの項目が記入票のセクションにロードされます。

ePerformance の関連アクションについて

関連アクションは、アプリケーションのページからポップアップ メニューとしてアクセスできるアクション リ
ンクです。これらの関連アクションのメニューは使いやすい場所にあるため、ユーザーは PeopleSoft トラン
ザクションをサポートおよび拡張するアクションにすばやくアクセスできます。PeopleSoft HCM には、さま
ざまなモジュールやアプリケーション用に、管理者セルフサービスや従業員セルフサービス向けの関連ア
クションが多数用意されています。これらの関連アクションの全て、または一部は、組織図ビューア、管理
者ダッシュボード、タレント サマリ、および PeopleSoft 検索から開始されます。

ePerformance では、関連アクションは、管理者と従業員がパフォーマンス記入票とキャリア開発記入票を
作成および表示するために提供されます。

注: 最新の記入票とは進行中の記入票のことであり、キャンセルまたは完了ステータスの記入票ではありま
せん。

次の表に、パフォーマンス管理のアクションと、管理者および従業員ロールのユーザーがそれらを関連アク
ションとして使用できる場所を示します。

使用可能なロール サポートされる関連アクション 使用可能な場所

管理者 • パフォーマンス記入票の作成

• キャリア開発記入票の作成

• パフォーマンス記入票を開く

• キャリア開発記入票を開く

• 管理者ダッシュボード

• タレント サマリ

• 組織図ビューア

• PeopleSoft 検索結果

• 関連アクションがサポートされている管理者
セルフサービス トランザクション
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使用可能なロール サポートされる関連アクション 使用可能な場所

従業員 • 自分のパフォーマンス記入票の作成

• 自分のキャリア開発記入票の作成

• 自分の最新のパフォーマンス記入票

• 自分の最新のキャリア開発記入票

組織図ビューア (セルフ レコードを表示している場
合)
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次のスクリーンショットは、管理者ダッシュボードから開始される ePerformance 関連アクション (管理者
用) と、組織図ビューアから開始される ePerformance 関連アクション (従業員用) を示しています。

画像: 管理者としてのパフォーマンス管理の関連アクションへのアクセス

この例は、管理者用のパフォーマンス管理の関連アクションを示しています。

画像: 従業員としてのパフォーマンス管理の関連アクションへのアクセス

この例は、従業員用のパフォーマンス管理の関連アクションを示しています。
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[パフォーマンス記入票を開く] (または [キャリア開発記入票を開く]) 関連アクションをクリックすると、パフォーマ
ンス記入票 (またはキャリア開発記入票) ページが表示され、使用する記入票を選択できます。ユーザー
が記入票の担当者であり、記入票がキャンセルまたは完了ステータスではない場合、記入票は編集モー
ドで開きます。ただし、ユーザーが記入票の担当者ではないか、記入票ステータスが "キャンセル" または
"完了" である場合は、記入票は参照専用モードで開きます。

[自分の最新のパフォーマンス記入票] (または [自分の最新のキャリア開発記入票]) リンクをクリックして自分の
記入票にアクセスする従業員の場合、ページ タイトルが最新のパフォーマンス記入票 (または最新のキャリア
開発記入票) に変わります。

委任記入票

関連アクションでは、委任はサポートされていません。つまり、管理者は、関連アクション機能を使用して
自分に委任された記入票を開いたり、編集したりすることはできません。自分が委任管理者である記入
票を更新するには、[管理者セルフサービス] メニューのナビゲーションを使用して記入票にアクセスする
必要があります。

管理者が関連アクションを使用して従業員の最新の記入票を編集するには、管理者がその従業員の直
接または間接の管理者である必要があり、その記入票の管理者としてリストされている必要があります。

管理者が従業員の直接または間接の管理者である場合、管理者は関連アクションを使用してその従業
員の記入票を表示できます。

記入票作成の事前設定

記入票を作成する前に、次の作業が必要となります。

1. テンプレートを定義します。

2. 記入票タイプ ページで、テンプレート ソースを指定します。

3. (省略可) グループ ID を定義します。

従業員グループの記入票を作成する場合、人事部門担当者または管理者は、処理の対象となる従
業員を含むグループの ID を指定することを選択できます。

注: ePerformance 内の承認プロセスでは、グループ ID はサポートされません。グループ ID を承認方
法として使用できないのは、グループ ID が記入票に保存されないためです。このため、ユーザーが記
入票を承認しているときに、どのグループ ID を使用すべきかを特定する方法がありません。

4. PeopleSoft ヒューマン リソース管理で従業員を管理者に関連付けます。

5. (省略可) テンプレート定義 - 構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] グリッドで、プロファイ
ル機能を更新します。

このページには [プロファイル管理] タブがあります。各ロールについて、[個人プロファイルの更新]
チェック ボックスがあります。このチェック ボックスをオンにすると、[個人プロファイル タイプ] フィー
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ルドと [インスタンス識別子] フィールドが有効になります。ロールに対して適切なフィールド値を選択し
て、[保存] をクリックします。イベント マネージャが実装されている場合は、管理者が記入票を完了す
ると、評価の記入票データが任務プロファイル管理 (JPM) の個人プロファイルに送信されます。他の
ロールの記入票データは、他のロールの記入票情報が追加されて管理者がその記入票を完了したと
きにのみ、個人プロファイルに送信されます。

Understanding the Transformation FrameworkApplication Fundamentals を参照してください。

6. ePerformance インストール ページで通知を設定します。

7. (省略可) 記入票のデフォルト値を割り当てます。

記入票の作成時にシステムによって記入票のデフォルト値が移入されるため、ユーザーは記入票タイ
プと日付範囲を入力する必要がなくなります。デフォルト値は、必要に応じて上書きできます。

「記入票デフォルト値の割当」を参照してください。

「記入票テンプレートの作成」を参照してください。

「記入票タイプの定義」を参照してください。

Setting Up Group DefinitionsApplication Fundamentals を参照してください。

"職務データについて" (PeopleSoft HCM 9.2: ヒューマン リソース管理の人事・労務管理) を参照してくだ
さい。

「システム設定の定義」を参照してください。

記入票デフォルト値の割当

このトピックでは、記入票デフォルト値を割り当てる方法について説明します。

記入票デフォルト値の割当に使用するページ
ページ名 定義名 用途

記入票デフォルト値の割当ページ EP_DEFAULT パフォーマンス記入票の作成ページまたはキャリア開発記入
票の作成ページに記入票タイプと評価期間のデフォルト値
を入力します。

記入票デフォルト値の割当ページ
記入票デフォルト値の割当ページ (EP_DEFAULT) を使用して、記入票の作成ドキュメント ページに記入
票タイプと評価期間のデフォルト値を入力します。
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ナビゲーション

[HCM 基本設定], [製品/業務別定義], [ePerformance], [記入票の構成], [記入票デフォルト値の割当],
[記入票デフォルト値の割当]

画像: 記入票デフォルト値の割当ページ

次の例では、記入票デフォルト値の割当ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、一連の ePerformance トランザクションで使用するデフォルト値を入力します。サ
ポートされているトランザクションを開始すると、ここで指定したデフォルト値が事前入力されます。

トランザクション名 デフォルト値が指定されている ePerformance トランザクション
のタイプを選択します。

値は次のとおりです。

• 記入票の作成 - デフォルト値を使用して、PeopleSoft クラ
シック ユーザー インターフェイスの ePerformance 記入票を
作成します。

• チーム - デフォルト値がMy Team – Performance
PagePeopleSoft eProfile Manager Desktopのパフォーマンス
データを受信するときに使用されます。

• パフォーマンス ステータス チャート - デフォルト値がMy Team’s
Performance Status PageletPeopleSoft eProfile Manager
Desktopの起動に使用されます。

[記入票タイプ]、[期間開始日] および
[期間終了日]

選択したトランザクションで使用する記入票タイプと評価期間
を指定します。
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人事部門担当者による記入票の作成

このトピックでは、人事部門担当者による記入票作成の概要と作成方法について説明します。

人事部門担当者による記入票の作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

記入票の作成ページ RUNCTL_EPMGRDOC バックグラウンド処理のスケジュールを設定し、
個々の従業員の記入票またはグループ ID を使
用して従業員のグループの記入票を作成しま
す。

記入票作成結果確認ページ RUNCTL_EPMGRDC_INQ バックグラウンド処理により作成された記入票
を確認します。

人事部門担当者による記入票の作成について
人事部門担当者は、バックグラウンド処理のスケジュールを設定し、記入票を作成する対象の従業員グ
ループを 1 つ以上選択します。

記入票の作成ページ
記入票の作成ページ (RUNCTL_EPMGRDOC) を使用してバックグラウンド処理のスケジュールを設定
し、個々の従業員の記入票またはグループ ID を使用して従業員のグループの記入票を作成します。
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ナビゲーション

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [記入票], [記入票の作成], [記入票の作成]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [記入票の作成], [記入票の作成]

画像: 記入票の作成ページ

次の例では、記入票の作成ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

実行リクエスト パラメータ

[期間開始日] および [期間終了日] 記入票の対象期間の開始日と終了日を入力します。

これらのフィールドには、使用可能な場合、記入票デフォルト値
の割当ページで指定されているデフォルト値が自動挿入されま
す。

「記入票デフォルト値の割当」を参照してください。

記入票タイプ パフォーマンス記入票、業績計画、年間評価などの記入票タイプ
を入力します。記入票タイプは、記入票タイプ コンポーネントを
使って定義します。

このフィールドには、記入票デフォルト値の割当ページで指定さ
れているデフォルト値が自動挿入されます。

「記入票デフォルト値の割当」を参照してください。

テンプレート ID 記入票を作成するためのテンプレート ID を選択します。この
フィールドは、この記入票タイプに対する記入票タイプ ページの
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[テンプレート ソース] フィールドが [ユーザー指定] に設定されてい
る場合に使用可能です。

記入担当割当 管理者 ID を選択する方法を指定します。記入票の一括作成
処理が開始されると、PeopleSoft HR で定義されたデータに基
づいて、各従業員の管理者が特定されます。この関連付けは、
電子メールを管理者に送信して記入票が使用可能であることを
通知したり、管理者 ID を各記入票に関連付け、管理者が記入
票の記入者および評価プロセスの担当者となるために必要な
情報です。

値は次のとおりです。

• 部門管理者 ID 別: 管理者は、従業員の部門に基づき、部門
プロファイル ページの [管理者 ID] フィールドを使用して抽
出されます。

• グループ ID 別: 管理者は、グループ プロファイル ページの
[管理者 ID] フィールドから抽出されます。

• 管理者別 ID: このオプションを選択した場合、[管理者 ID]
フィールドで管理者 ID を指定する必要があります。

• 部門管理者 ID 別 - 一部ポジション管理: まず管理者と従業
員の間の直属関係が検索され、直属上司の ID が見つから
なかった場合は、[部門管理者 ID 別] の選択方法が使用さ
れます。

• 監督者 ID 別 - 一部ポジション管理: まず管理者と従業員の
間の直属関係が検索され、直属上司の ID が見つからな
かった場合には、[監督者 ID 別] の選択方法が使用されま
す。

• 直属上司のポジション別: ポジション データ コンポーネントで
指定された従業員のポジションの管理者が抽出されます。

• 監督者 ID 別: 管理者は、職務データ - 職務情報ページの
[監督者 ID] フィールドに基づいて抽出されます。

次を使用して記入票を作成

グループ ID グループ ID を使用して記入票を作成する場合は、このラジオ
ボタンを選択します。[グループ ID を使用した記入票 - 処理対
象の従業員グループ] という名前のグループ ボックスが表示さ
れます。
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従業員 ID 従業員 ID を使用して記入票を作成する場合は、このラジオ ボ
タンを選択します。[従業員 ID を使用した記入票 - 処理対象従
業員] という名前のグループ ボックスが表示されます。

グループ ID を使用した記入票 - 処理対象の従業員グループ

グループ ID 記入票作成の対象となる従業員グループを指定します。

指定日 記入票の作成プロセスで使用するグループの作成を開始する
日付を入力します。デフォルトは現在のシステム日付です。

注: 一括作成プロセスでは、自己記入票が作成される前に、必
ず選択されたグループが再度作成されます。

言語コード データベースの基本言語以外の言語で記入票を作成する場合
に選択します。このフィールドは、ePerformance のインストール
ページで [評価実施言語で上書き] チェック ボックスがオンに
なっている場合にのみ、使用可能です。

従業員 ID を使用した記入票 - 処理対象従業員

従業員 ID 記入票作成の対象となる従業員を選択します。

雇用レコード 記入票作成の対象となる従業員の雇用レコード番号を指定しま
す。

言語コード データベースの基本言語以外の言語で記入票を作成する場合
に選択します。このフィールドは、ePerformance のインストール
ページで [評価実施言語で上書き] チェック ボックスがオンに
なっている場合にのみ、使用可能です。

関連リンク
システム設定の定義
Understanding PositionsPeopleSoft Human Resources Manage Positions
Understanding Group BuildApplication Fundamentals

記入票作成結果確認ページ
記入票作成結果確認ページ (RUNCTL_EPMGRDC_INQ) を使用して、バックグラウンド処理によって作
成された記入票を確認します。
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ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [記入票作成結果確認], [記入票作成結果確認]

画像: 記入票作成結果確認ページ

次の例では、記入票作成結果確認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

記入票作成結果確認ページは、記入票の作成プロセスの実行後にのみ使用可能です。このページには、
バッチ処理で記入票が正常に作成されたかどうかが示されます。

管理者による記入票の作成

このトピックでは、管理者による直属部下の記入票作成プロセスの概要と作成方法について説明しま
す。

管理者による記入票の作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

パフォーマンス記入票の作成またはキャ
リア開発記入票の作成 - グループの選
択ページ

HR_DR_DIRECTREPORT 記入票の作成対象となる従業員のグループを選択
します。

パフォーマンス記入票の作成またはキャ
リア開発記入票の作成 - 従業員選択条
件ページ

HR_DR_DIRECTREPORT 記入票を作成する従業員を個別に選択します。

パフォーマンス記入票の作成またはキャ
リア開発記入票の作成 - 記入票作成詳
細ページ

EP_CREATEAPPR_MGR 記入票を作成するために使用する記入票テンプ
レートと日付を選択します。

パフォーマンス記入票の作成またはキャ
リア開発記入票の作成 - 結果ページ

EP_CREATE_RESULTS 選択した従業員またはグループについて記入票作
成結果を確認します。
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記入票の作成について
管理者ロールでは、グループ、グループ内の従業員、または個別の従業員を選択して直属部下の記入票
を作成できます。

どの方法を選択した場合でも、直属の従業員を検索するために、まず初めに、有効日を選択する必要が
あります。次に、記入票を作成する対象の従業員を選択します。最後に、個々の記入票を作成する元にな
る記入票テンプレートを選択し、対象評価期間の日付を入力します。

注: パフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票のどちらかを選択できます。どちらの記入票を選択
しても、作成プロセスは、記入票作成に使用するページの名称とそれらのページへアクセスするためのナ
ビゲーション以外、まったく同じです。

パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - グループの選択ペー
ジ

パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - グループの選択ページ
(HR_DR_DIRECTREPORT) を使用して記入票作成対象の従業員のグループを選択します。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [管轄グループの記入票作成], [記入票の
作成]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管轄グループの記入票作
成], [キャリア開発記入票の作成]

画像: パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - グループの選択ページ

次の例では、パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - グループの選択ページの
フィールドおよびコントロールを説明します。

このページで従業員のグループを選択します。ページの下部にある [続行] ボタンをクリックして次のス
テップに進み、記入票作成対象のグループ内の従業員を 1 人以上選択します。
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パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 従業員選択条件ペー
ジ

パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 従業員選択条件ページ
(HR_DR_DIRECTREPORT) を使用して記入票作成対象の従業員を個別に選択します。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [記入票の作成], [記入票の作成]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [記入票の作成], [キャリア開
発記入票の作成]

• パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - グループの選択ページでグループ
を選択します。

画像: パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 従業員選択条件ページ

パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 従業員選択条件ページのフィールドお
よびコントロールを説明します。

個別の従業員の記入票の作成を選択した場合は、これが記入票作成プロセスに従って表示される一連
のページの最初のページになります。管轄グループの記入票の作成を選択した場合、このページはグルー
プの選択後に表示されます。

記入票の作成対象にできる従業員のリストのデータは、このページに入力した有効日に基づいてロードさ
れます。1 人以上の従業員を選択して、ページの下部または上部の [続行] ボタンをクリックします。この
ページにアクセスする前にグループを選択した場合、有効日は編集できません。

従業員の検索 ヘッダー グリッドの上の[従業員の検索] リンクを使用すると、全
てのノードを展開した場合と同じ直属部下および間接的部下の
リストから選択できます。
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直属部下組織内を検索するには、[従業員の検索] リンクを
クリックします。従業員の検索ページ (HRDR_SRCH_EMPS_
SEC) で条件を入力し、[検索] をクリックします。従業員を選択し
てトランザクションで開きます。

[従業員の検索] リンクは、トランザクションが個人に適用される
場合にのみ表示されます。個人のグループを選択したトランザ
クションに対しては、そのグループ内の個人を選択したポイント
に達するまで表示されません。

注: 直属部下関連 UI の設定によって、選択できる従業員、およ
び <アプリケーション コンテキスト> - 従業員選択条件ページに
表示されるフィールドが決まります。Configuring Direct Reports
FunctionalityApplication Fundamentals トピックを参照してくだ
さい。

 展開 [展開] アイコンをクリックして、管理者の直属の部下である従業
員のリストを表示します。管理者の名前はリストの左側に表示
されます。

HR ステータス [HR ステータス] フィールドが従業員選択条件ページに表示さ
れるのは、直属部下のトランザクション設定ページで [間接的
部下の処理を許可] チェック ボックスがオンの場合のみです。

非アクティブの従業員は、アクティブ従業員の直属または間接
的な上司になることができます。

パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 記入票作成詳細ペー
ジ

パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 記入票作成詳細ページ
(EP_CREATEAPPR_MGR) を使用して記入票作成に使用する記入票テンプレートと日付を選択します。
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ナビゲーション

• <パフォーマンスまたはキャリア開発> 記入票の作成 - 従業員選択条件ページで 1 人以上の従業員
または従業員のグループを選択して、[続行] ボタンをクリックします。

• 組織図ビューア

会社ディレクトリ ページ、直属部下ページ、または事業継続性ページから個人を検索します。個人の
[アクション] リストから、[パフォーマンス管理] を選択し、次に、[パフォーマンス記入票の作成] または
[キャリア開発記入票の作成] を選択します。

• タレント サマリ

個人を検索します。個人の [アクション] リストから、[パフォーマンス管理] を選択し、次に、[パフォーマ
ンス記入票の作成] または [キャリア開発記入票の作成] を選択します。

• 管理者ダッシュボード

直属部下の [アクション] リストをクリックして展開し、[パフォーマンス管理] を選択し、次に、[パフォー
マンス記入票の作成] または [キャリア開発記入票の作成] を選択します。

• PeopleSoft 検索結果から [パフォーマンス管理] を選択し、次に [パフォーマンス記入票の作成] また
は [キャリア開発記入票の作成] を選択します。

画像: パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 記入票作成詳細ページ

次の例では、パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 記入票作成詳細ページ
のフィールドおよびコントロールを説明します。

パラメータを入力するには、次の手順に従います。

1. 記入票の期間を入力します。

2. 記入票タイプを入力します。

デフォルト値が記入票デフォルト値の割当ページで定義されている場合、期間と記入票タイプがロー
ドされます。
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3. 記入票タイプ ページで [既存の記入票のコピー] が選択されている場合は、記入票を既存の記入票
から作成するかどうかを選択します。[はい] を選択した場合は、コピーする記入票を選択します。

4. 記入票タイプ ページで [既存の記入票のコピー] が選択されていない場合、または [過去の記入票を
元に作成する] で [いいえ] を選択した場合は、作成する記入票のベースとなるテンプレートを選択しま
す。

5. [記入票の作成] ボタンをクリックします。

<記入票タイプ> 記入票の作成 - 結果ページが表示されます。

パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 結果ページ
パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 結果ページ (EP_CREATE_RESULTS)
を使用して、選択した従業員またはグループの記入票作成結果を表示します。

ナビゲーション

<パフォーマンスまたはキャリア開発> 記入票の作成 - 記入票作成詳細ページで [記入票の作成] ボタン
をクリックします。

画像: パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 結果ページ

次の例では、パフォーマンス記入票の作成またはキャリア開発記入票の作成 - 結果ページのフィールドお
よびコントロールを説明します。

[選択された従業員] グループ ボックスに記入票の作成プロセスの結果が表示されます。

記入票の作成 [記入票の作成] リンクをクリックすると、最初の最新の記入票
ページまたは最新のキャリア開発記入票ページに戻ります。

最新の記入票 このリンクをクリックすると、最新の記入票ページまたは最新の
キャリア開発記入票ページに移動します。管理対象の最新の記
入票がリストされます。
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従業員による自己記入票の作成

このトピックでは、従業員による自己記入票の作成方法について説明します。

従業員による自己記入票の作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

パフォーマンス記入票の作成ページまた
はキャリア開発記入票の作成ページ

EP_CREATEAPPR_EE 従業員が自己記入票を作成するのに必要となるパ
ラメータを入力します。

パフォーマンス記入票の作成ページまたはキャリア開発記入票の作成ページ
パフォーマンス記入票の作成ページまたはキャリア開発記入票の作成ページ (EP_CREATEAPPR_EE)
を使用して、従業員が自己記入票を作成するのに必要となるパラメータを入力します。

ナビゲーション

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分の記入票], [記入票の作成], [記入票の作成]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のキャリア開発記入票], [記入票の作成], [キャリア開
発記入票の作成]

• 会社ディレクトリ

会社ディレクトリ ページ、直属部下ページ、または事業継続性ページから個人を検索します。個人の
[アクション] リストから、[パフォーマンス管理] を選択し、次に、[パフォーマンス記入票の作成] を選択
します。

画像: <記入票タイプ> 記入票の作成ページ (従業員)

次の例では、<記入票タイプ> 記入票の作成ページ (従業員) のフィールドおよびコントロールを説明しま
す。

[期間開始日] および [期間終了日] 評価期間の開始日および終了日を入力します。

記入票タイプ 作成する記入票のタイプを選択します。有効な記入票タイプ
は、記入票タイプ ページで定義します。
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期間と記入票タイプには、使用可能な場合、記入票デフォルト
値の割当ページで定義されているデフォルト値がロードされま
す。

過去の記入票を元に作成する 既存の記入票をコピーする場合は [はい] を選択します。既存の
記入票をコピーしない場合は [いいえ] を選択します。

このフィールドは、記入票タイプ ページで [処理のコピー] フィー
ルドの [従業員] チェック ボックスがオンの場合に表示されま
す。

注: 既存の記入票と同じ期間と記入票タイプを選択してコピー
しようとすると、検証エラーが発行され、コピー プロセスが停止し
ます。

前の記入票 コピー元の既存の記入票を選択します。

このフィールドは、[過去の記入票を元に作成する] フィールドで
[はい] を選択した場合に表示されます。

テンプレート 作成する記入票の元となる記入票テンプレートを選択します。
記入票テンプレートは、記入票テンプレート コンポーネントで作
成します。

このフィールドは、[過去の記入票を元に作成する] フィールドで
[いいえ] を選択した場合に表示されます。

管理者を選択 このリンクをクリックして個人検索ページへアクセスし、この記入
票に対して管理者ロールを担う人を選択します。

このフィールドは、記入票タイプ ページで [従業員による管理者
の選択可] チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

ジョブの選択 記入票の作成の対象となる職務を選択します。

このフィールドは、従業員が複数の職務を兼務している場合に
表示されます。

記入票の作成 このボタンをクリックして記入票を作成します。記入票の作成後
に記入票詳細ページが表示されます。

記入票へのアクセス

このトピックでは、ePerformance ワークセンターの概要と記入票へのアクセスについて説明します。
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記入票へのアクセスに使用するページ
ページ名 定義名 用途

最新のパフォーマンス記入票ページまた
は最新のキャリア開発記入票ページ、あ
るいはパフォーマンス記入票ページまたは
キャリア開発記入票ページ

EP_APPR_SELECT 表示あるいは編集するパフォーマンス記入票
またはキャリア開発記入票を選択します。

関連アクションは、管理者ダッシュボード、タレ
ント サマリ、会社ディレクトリ、PeopleSoft 検索
結果、およびその他の関連アクションをサポー
トする管理者セルフサービスのトランザクション
ページから参照できます。

評価要素の定義ページ

チェックポイント <#> ページ

評価要素の確定ページ

EP_APPR_BASE1 記入票の評価要素の定義または進捗追跡の
ビジネス プロセスに固有のビジネス プロセス
タスクを実行します。

評価者の指名 - 被指名者の追加ページ EP_APPR_NOM_BUILD 記入票に評価者の指名を追加します。

評価者の指名 - 指名状況の追跡ページ EP_APPR_NOM_TRACK 記入票のため提出した評価者の指名を追跡し
ます。

<管理者または自己> 評価ページ

同僚評価ページ

EP_APPR_MAIN1 記入票を評価します。

ePerformance ワークセンターについて
ユーザーが作業中の記入票を終了せずにパフォーマンス処理を深く理解し、情報に簡単にアクセスできる
ようにするため、ePerformance ではワークセンター フレームワーク機能を利用してパフォーマンス記入票を
ガイド付きのステータスに基づく方法で表示します。ワークセンター アプローチは次の 2 つの部分で構成
されます。

• 左側のページレットはユーザーのアクティビティ センターとして機能し、ユーザーが現在処理中であり、
そのステータスに応じて実行中または実行前のステップとタスクを示します。

• 右側のトランザクション領域にあるコンポーネント ページはユーザーの現在のステップに対応してお
り、左側のページレットで反転表示されます。

ユーザーは評価の進行中に、このページで情報を表示し、更新できます。ページのタイトルは、対応す
る左のページレットのステップと、そこでユーザーが実行できるアクション (テンプレート定義でページ
タイトルの連結オプションが有効な場合) を示しており、ユーザーの現在のステップと次に何をすべき
かがわかるようになっています。

ワークセンターを介して、従業員、管理者および人事部門担当者は、パフォーマンスとキャリア開発の両
方の最新の記入票と記入票履歴を更新および表示できます。このサンプル スクリーンショットでは、パ
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フォーマンス処理の評価要素の確定ステップが、ワークセンター フレームワークにどのように表示されるか
を示しています。

画像: ワークセンターに表示される評価要素の確定

この例では、ワークセンターに表示される評価要素の確定を示しています。

(左) ステップとタスク ページレット

このページレットには、現在開いている記入票のタイプに含まれる全てのステップが表示されます。ページ
レットの上部には、エンドユーザーがワークセンターの処理をパーソナル設定および設定する標準のワーク
センター オプションが含まれています。

次に、評価に固有の情報が表示されます。これには基本情報 (従業員、記入票タイプ、評価期間) とユー
ザーが評価を完了するために必要なステップおよびサブステップが含まれています。ユーザーが記入票を
開くと、そのプロセスの現在のステップと、ユーザーが実行する必要のあるアクションが反転表示されま
す。ユーザーは [概要] リンクをクリックして、プロセスに含まれるステップのリスト、およびそのそれぞれの
高レベルの説明を表示できます。

(右) コンポーネント ページを表示するトランザクション領域

ここに表示されるページは、現在のステップでユーザーがクリックしたアクション リンクに対応しています。
使用可能なページには、記入票を表示しているユーザーと、記入票テンプレートで使用可能なビジネス プ
ロセスに応じて、評価要素の定義、チェックポイント <#>、評価要素の確定、評価者指名、評価者評価の
確認、自己評価の入力または確認、および管理者評価の入力のページがあります。

コンポーネント ページには次の情報とページ コントロールが含まれています。

ヘッダー領域:

• 現在開いている記入票のタイプ。

• ユーザーが実行するステップ名とアクションを示すページ タイトル。
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ページ タイトルを連結するオプションが有効な場合、ページ タイトルにはステップとアクションの両方
が表示されます。オプションが無効な場合、ステップのみ表示されます。

• ホバーオーバーしたときの従業員名には、その従業員の基本職務と連絡先情報を示すポップアップ
ページが表示されます。

• その従業員が使用可能な関連アクション。[アクション] フィールドをクリックすると関連アクション メ
ニューが表示され、その従業員が、1 つの場所から使用できる主なセルフサービス トランザクションへ
迅速にアクセスできます。

• 従業員の写真。

HCM Options PageApplication Fundamentals で [セルフサービスで表示] オプションが有効な場合、
記入票のヘッダーに従業員の写真が表示されます。表示には、HR システムから使用可能な写真を
使用します。写真がない場合は、ダミーの写真を使用します。

[従業員が写真をアップロード可能] オプションも HCM オプション ページで有効な場合、個人情報サ
マリ ページ または "組織図ビューア - 写真の更新ページ" (PeopleSoft HCM 9.2: ヒューマン リソース
管理の人事・労務管理)で従業員が選択した表示オプション (従業員自身の写真、HR 写真、または
写真なし) に基づいて写真が表示されます。

• 現在のステップに関連した [主要アクション] ボタン (保存、承認、従業員と共有、完了)。

これらのアクションは通常、記入票ステータスを変更して、ユーザーを次のステップに進めます。いずれ
かの [主要アクション] ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示され、ユーザーはアクションが実
行される前に確認する必要があります。

ここで生じるステータス関連の変更によってページレットが更新されるため、ページレットには常に最
新の記入票ステータスと、ユーザーが次に実行するアクションが表示されます。

• 共通のページ アクション (記入票の印刷、通知、エクスポート)。

これらのアクションは通常、パフォーマンス記入票とキャリア開発記入票で共通しています。

• 評価に関するサマリ情報。

セクション領域:

• その記入票に関連する 2 次アクション ボタン。その外観は設定、記入票ステータス、および記入票に
アクセスするユーザーのロール (たとえば、表現チェック、評価レベル計算、記入票のキャンセル、全て
展開、全て折りたたみ、TAB フォーマットおよびロング フォーマット (タブ付きおよび詳細表示をサポー
トする設定の場合) に基づいています。

• セクションレベルのアクション ([コンピテンシーの追加]、[同僚の追加]、[目標の追加]、[コンピテン
シーの展開]、[コンピテンシーの折りたたみ]、[ビジネス目標] リンクなど)。

• 項目レベルのアクション (サブ コンピテンシーの追加)。

記入票テンプレートの設定に応じて、記入票のセクションはタブ付きフォーマットまたはロング フォーマット
のいずれかで表示されます。
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ePerformance ではワークセンターの設計を利用して、これらのナビゲーションからアクセスできる記入票を
表示します。

• [管理者セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[記入票]、[最新の記入票]。

• [管理者セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[記入票]、[記入票履歴]。

• [管理者セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[記入票]、[記入票の表示 (参照のみ)]。

• [セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[自分の記入票]、[最新の記入票]。

• [セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[自分の記入票]、[記入票履歴]。

• [人材開発]、[パフォーマンス管理]、[パフォーマンス記入票]、[記入票の表示]。

• [管理者セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[キャリア開発記入票]、[最新の記入票]。

• [管理者セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[キャリア開発記入票]、[記入票履歴]。

• [管理者セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[キャリア開発記入票]、[記入票の表示 (参照のみ)]。

• [セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[自分のキャリア開発記入票]、[最新の記入票]。

• [セルフサービス]、[パフォーマンス管理]、[自分のキャリア開発記入票]、[記入票履歴]。

• [人材開発]、[パフォーマンス管理]、[キャリア開発記入票]、[記入票の表示]。

• タレント サマリ。個人を検索します。個人の [アクション] リストから、[パフォーマンス管理] を選択し、次
に、[パフォーマンス記入票の作成] または [キャリア開発記入票の作成] を選択します。

• 管理者ダッシュボード。直属部下の [アクション] リストをクリックして展開し、[パフォーマンス管理] を
選択し、次に、[パフォーマンス記入票の作成] または [キャリア開発記入票の作成] を選択します。

• 管理者ダッシュボード。ePerformance から発生した警告をクリックして開きます。

• 会社ディレクトリ。個人を検索します。個人の [アクション] リストから、[パフォーマンス管理] を選択
し、[パフォーマンス記入票の作成] または [キャリア開発記入票の作成]、あるいは [自分のパフォーマ
ンス記入票の作成] または [自分のキャリア開発記入票の作成] を選択します。

• PeopleSoft 検索。PeopleSoft 検索結果から [パフォーマンス管理] を選択し、次に [パフォーマンス記
入票の作成] または [キャリア開発記入票の作成] を選択します。



第7章 記入票の作成

Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 183

注: 管理者および人事部門担当者は、"後任計画の管理"、"後任 360"、"記入票の承認" などのコンポー
ネントからパフォーマンス記入票にアクセスすることもできます。記入票は読み取り専用モードであり、ワー
クセンターには表示されません。
ワークセンターを設定する一般的な方法の詳細については、Setting Up Pagelets for WorkCenters and
Dashboards as a System AdministratorEnterprise Componentsのドキュメントを参照してください。

PeopleSoft ワークセンター

HCM 9.2 の ePerformance の新機能

最新のパフォーマンス記入票ページまたは最新のキャリア開発記入票ページ、あるいは
パフォーマンス記入票ページまたはキャリア開発記入票ページ

最新のパフォーマンス記入票ページまたは最新のキャリア開発記入票ページ、あるいはパフォーマンス記
入票ページまたはキャリア開発記入票ページ (EP_APPR_SELECT) を使用して、表示または編集するパ
フォーマンス記入票とキャリア開発記入票のどちらかを選択します。

http://docs.oracle.com/cd/E57308_01/PSFT_WC/psft_workcenters.html
http://docs.oracle.com/cd/E57309_01/PSFT_ePerform/psft_eperformance.html
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ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [パフォーマンス記入票], [最新の記入票], [最新のパ
フォーマンス記入票]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のパフォーマンス記入票], [最新の記入票], [最新のパ
フォーマンス記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャリア開
発記入票]

• (関連アクション) [パフォーマンス管理], [パフォーマンス記入票を開く]

• (関連アクション) [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票を開く]

画像: 最新のパフォーマンス記入票ページまたは最新のキャリア開発記入票ページ

次の例では、最新のパフォーマンス記入票ページまたは最新のキャリア開発記入票ページのフィールドお
よびコントロールを説明します。

このスクリーンショットは、[管理者セルフサービス] メニューからアクセスできる最新のパフォーマンス記入
票ページの例を示しています。

このページは、関連アクションとしてアクセスすると、パフォーマンス記入票と名前が変わります。従業員が
既に特定されているため、このページでは [フィルタ条件] セクションは使用できません。

フィルタ条件

このセクションは、[管理者セルフサービス] からアクセスできる全ての記入票選択ページで使用できま
す。フィルタ機能によって、管理者は更新または表示する必要のある記入票を、結果のグリッドで下にス
クロールしたり、ソートせずに簡単に検索し、開くことができます。

[パフォーマンス記入票] または [キャリア開発記入票]

このグリッドに表示される情報は、どのナビゲーション パスを使用してページにアクセスしたかによって異
なります。
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[セルフサービス] メニューからこのページにアクセスした場合は、自分自身の最新の記入票のみが表示
されます。従業員名の列は表示されませんが、グリッドには各記入票の管理者の列が追加されていま
す。

[管理者セルフサービス] メニューからこのページにアクセスした場合は、追加の列が表示されます ([従業
員] および [記入票ステータス])。グリッドには、自分が管理者である、完了またはキャンセルではないステー
タスの記入票が全てリストされます。完了ステータスの記入票は記入票履歴ページにリストされます。記
入票は氏名、記入票タイプ、記入票ステータス、および考課期間でフィルタできます。

キャリア開発記入票でも同様です。

評価要素の定義ページ
評価要素の定義ページ (EP_APPR_BASE1) を使用して、記入票の評価要素の定義ビジネス プロセス
に固有のビジネス プロセス タスクを実行します。

ナビゲーション

最新のパフォーマンス記入票ページまたは最新のキャリア開発記入票ページで、評価要素の定義ステータ
スの記入票をクリックします。

画像: 評価要素の定義ページ

次の例では、評価要素の定義ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

重要 記入票テンプレート レベルで有効なビジネス プロセス、および記入票の現在のステータスに応じ
て、表示される記入票のランディング ページが異なります。たとえば、評価要素の定義ビジネス プロセス
が有効ではなく、進捗追跡ビジネス プロセスが有効であり、2 つの予定チェックポイントがある場合、作
成した記入票を最初にクリックしたときに、ランディング ページとしてチェックポイント 1 ページが表示さ
れます。
このスクリーンショットは、評価要素の定義ビジネス プロセスのランディング ページの例を示しています。



記入票の作成 第7章

186 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

アクション クリックして従業員が使用可能な関連アクションのリストを表
示します。関連アクションでは、ユーザーは従来のメニュー ナビ
ゲーションではなく、1 つのページから主なセルフサービス トラン
ザクションに迅速にアクセスできます。

Understanding Related Actions and Self Service
TransactionsPeopleSoft eProfile Manager Desktop

 最新検索結果 [最新検索結果] アイコンをクリックすると、検索のページに戻ら
ずにワークセンター内の次の記入票にアクセスできます。

このアイコンは、PeopleSoft クラシック ユーザー インターフェイス
の上部のページ ナビゲーションに表示されます。

ステップとタスク

このページに表示される情報は、記入票テンプレート、ページにアクセスしたロール、および各ステップのス
テータスによって異なります。

ステップを展開すると、ユーザーが実行できる全ての関連アクションがリンク形式で表示されます。たとえ
ば、完了したステップの表示リンクをクリックすると、新規ブラウザ ウィンドウが開き、完了したステップに
関する情報が読み取り専用モードで表示されます。同様に、評価要素の確定ステップの再オープン リン
クをクリックすると、評価要素の確定 (記入票) を表示する右側のコンポーネント ページがリフレッシュさ
れ、ここでユーザーはこれを再オープンし、ステップのステータスを 完了から処理中に戻し、追加更新するこ
とができます。

概要 モーダル ページをクリックして開き、このプロセスに含まれるス
テップと、関連しているユーザーが各ステップで想定されている
プロセスの詳細の完全なリストを表示します。

<ステップ リンク> クリックしてステップを展開または折りたたみます。これはステッ
プの左側にある [サブステップの展開] アイコンと [サブステッ
プの折りたたみ] アイコンをクリックしても実行できます。

<ステータス アイコン> 対応するステップのステータスを表示します。アイコンをクリック
して、ステップの現在のステータスを代替テキストで表示します。

 完了 対応するステップが完了したことを示します。

 処理中 対応するステップが処理中であることを示します。

 開始日 対応するステップが開始していないことを示します。

 キャンセル 対応するステップがキャンセルされたことを示します。

<ステップ内のアクション リンク> このボタンをクリックすると、次の処理が実行されます。
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• 右側に表示されているコンポーネント ページのアクションを
実行します。

• (完了したステップの場合) 新規ブラウザ ウィンドウに読み
取り専用でコンポーネント ページにアクセスします。

トランザクション領域

詳細については、次を参照してください。

• 評価要素の定義のステップについては、「評価基準の修正について」を参照してください。

• チェックポイントと評価要素の確定のステップについては、「期間途中のチェックポイントについて」
を参照してください。

• 評価者の指名ステップについては、「指名と追跡プロセスについて」を参照してください。

• 自己評価 (従業員用)、管理者評価、および評価者の評価のステップについては、「記入票データの
入力について」を参照してください。

関連リンク
記入票テンプレートについて
委任の利用
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第8章

記入票を処理する際の PeopleSoft Fluid ユー
ザー インターフェイスの使い方

管理者として記入票を処理する際の PeopleSoft Fluid ユーザー インター
フェイスの使い方

このトピックでは、管理者が PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスを使用して記入票を処理する方
法について説明します。

PeopleSoft HCM の Fluid ページの一般的な情報については、Understanding PeopleSoft Fluid User
Interface Home PagesApplication Fundamentals を参照してください。

『HCM での PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの操作』

管理者として記入票を処理する際に PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスで使
用するページ

ページ/タイル名 定義名 用途

[チーム パフォーマンス] タイル HC_EP_MSS_SELECT_
FLU_GBL (タイル用コン
テンツ参照)

EP_MSS_TILE_FLU (動
的データ用ページ)

ログイン管理者が所有し、委任されている最新
の記入票の合計数を表示します。

チーム パフォーマンス ページ EP_MSS_SELECT_FLU 共通の ePerformance 管理者セルフサービス トラ
ンザクションにアクセスします。

最新の記入票ページ (チーム パフォーマンス) EP_MSS_SELECT_FLU ログイン管理者が所有する最新の記入票にアク
セスします。

従業員の選択ページ HR_PSEL_FLU 記入票の作成対象となる従業員を選択します。

記入票の作成ページ (チーム パフォーマンス) EP_CREATE_MSS_FLU 記入票の作成に使用する条件を入力します。

委任記入票ページ EP_MSS_SELECT_FLU ログイン管理者に委任されている記入票にアク
セスします。

https://docs.oracle.com/cd/E62095_01/psft_fluid_usr_intapprv_ui.html
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ページ/タイル名 定義名 用途

記入票履歴ページ (チーム パフォーマンス) EP_MSS_SELECT_FLU ログイン管理者が所有する完了またはキャンセ
ルされた記入票にアクセスします。

[チーム パフォーマンス ステータス] タイル HC_EP_DOCSTS_PGLT
_FLU (タイル用コンテン
ツ参照)

EP_PG_DOCSTS_FLU (
動的データ用ページ)

ログイン管理者が所有する記入票のパフォーマ
ンス ステータスを表示します。

チーム パフォーマンス ステータス ページ EP_PG_DOCSTS_FLU 記入票のパフォーマンス ステータスの詳細を表
示し、必要に応じてチャート表示を変更します。

設定の変更ページ EP_PG_CHNG_SET_
SCF

パフォーマンス ステータス ページの起動に使用
するデフォルト設定を編集します。

[チーム パフォーマンス] タイル
[チーム パフォーマンス] タイル (EP_MSS_TILE_FLU) を使用して、ログイン管理者が所有し、委任されて
いる最新の記入票の合計数を表示します。
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ナビゲーション

メイン メニューで [Fluid ホーム] を選択します。表示されるページで、[管理者セルフサービス] を選択しま
す。[チーム パフォーマンス] タイルは、管理者セルフサービス ランディング ページで使用できます。

管理者は、パーソナル設定を使用して、標準で用意されているホーム ページまたは自身で作成したホーム
ページにタイルを追加できます。

画像: (タブレット) [チーム パフォーマンス] タイル

次の例では、タブレット用の [チーム パフォーマンス] タイルを説明します。

画像: (スマートフォン) [チーム パフォーマンス] タイル

次の例では、スマートフォン用の [チーム パフォーマンス] タイルを説明します。

使用可能な記入票が存在しない場合、[チーム パフォーマンス] タイルに情報は表示されません。

このタイルをタップするとチーム パフォーマンス ページにアクセスし、従来のメニュー ナビゲーションを使
用せずに、簡単に次の管理者セルフサービス トランザクションに移動します。

• 最新の記入票

• 委任記入票

• 記入票履歴

最新の記入票ページ (チーム パフォーマンス)
最新の記入票ページ (チーム パフォーマンス) (EP_MSS_SELECT_FLU) を使用して、ログイン管理者が
所有する最新の記入票にアクセスします。



記入票を処理する際の PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの使い方 第8章

192 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ナビゲーション

• 管理者セルフサービス ページまたはタイルを追加したホーム ページで、[チーム パフォーマンス] タイル
をタップします。

• チーム パフォーマンス ページの左パネルで、[最新の記入票] タブをタップします。

画像: (タブレット) 最新の記入票ページ (チーム パフォーマンス)

次の例では、タブレット用の自分の最新の記入票ページ (チーム パフォーマンス) のフィールドおよびコン
トロールを説明します。
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画像: (スマートフォン) 最新の記入票ページ (チーム パフォーマンス)

次の例では、スマートフォン用の自分の最新の記入票ページ (チーム パフォーマンス) のフィールドおよび
コントロールを説明します。

このページのグリッドに、ログオン管理者が所有する最新の記入票 (記入票ステータスが完了およびキャン
セルでないもの) が、パフォーマンス記入票およびキャリア開発記入票を含めて、全て表示されます。この
グリッドには、次の情報の大部分または全てが表示されます。

• 従業員名および職務名

• 記入票タイプ

• 記入票ステータス

• 評価期間

• 次の期日
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行をタップして対応する記入票を開き、ePerformance ワークセンターで編集します。ワークセンターからチー
ム パフォーマンス ページに戻るには、パスにある [チーム パフォーマンス] リンクをクリックします。

[記入票の作成] または 
ボタンをタップして記入票の作成ページにアクセスし、管理者と
して新規記入票を作成します。

アイコンをタップして、表示する記入票のリストをフィルタするた
めに使用するパラメータを入力します。

記入票は、従業員名、記入票タイプ、記入票ステータスおよび評
価期間によってフィルタ処理できます。

アイコンをクリックして、記入票をソートするために使用する
フィールドを選択します。

グリッドに表示される列見出しは、全てソートに使用できます。

従業員の選択ページ
従業員の選択ページ (HR_PSEL_FLU) を使用して、記入票の作成対象となる従業員を選択します。

ナビゲーション

最新の記入票ページで、[記入票の作成] ボタンまたは [追加] アイコンをタップします。

画像: 従業員の選択ページ

次の例では、従業員の選択ページのフィールドおよびコントロールを説明します。
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管理者が従業員の記入票を作成するための機能は、記入票タイプ定義で設定されます。管理者が特定
の記入票タイプについて記入票を作成するには、管理者ロールが記入票作成プロセスを開始するための
オプションを記入票タイプ ページで有効化する必要があります。

従業員の選択ページには、ログイン管理者の直属部下および間接的部下全てが、その管理者の職務に
基づいて表示されます。グリッドから 1 人以上の従業員を選択して (あるいは [検索オプション] セクショ
ンで直接または間接的部下を検索して)、[続行] ボタンをタップします。

注: PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイス - 管理者セルフサービス トランザクションのDirect Reports
Transaction Configuration PageApplication Fundamentals で [間接的部下の処理を許可] オプションが
有効化されている場合、直属部下情報が表示されます。

記入票の作成ページ (チーム パフォーマンス)
記入票の作成ページ (チーム パフォーマンス) (EP_CREATE_MSS_FLU) を使用して、記入票の作成に使
用する条件を入力します。

ナビゲーション

従業員の選択ページで[続行] ボタンをタップします。

画像: 記入票の作成ページ (チーム パフォーマンス)

次の例では、記入票の作成ページ (チーム パフォーマンス) のフィールドおよびコントロールを説明します。

管理者はこのページを使用して、新しい記入票の作成に使用する条件を指定します。デフォルト値 (記入
票タイプおよび評価期間) が管理者セルフサービス ページの記入票デフォルト値の割当ページで指定
されている場合、このページにこれらのデフォルト値が自動挿入されます。また、[記入票タイプ] ドロップ
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ダウン フィールドには記入票タイプがロードされ、これにより、管理者は記入票作成プロセスを開始できま
す。

作成 ボタンをタップして、記入票作成プロセスを開始します。

記入票が正常に作成されると、作成された記入票数と共に確
認メッセージが表示され、各記入票に対する新規行が、最新の
記入票ページ上のグリッドに追加されます。行をタップして、対
応する従業員について新しく作成した記入票にアクセスしま
す。

記入票が正常に作成されない場合、参照としてモーダル ページ
に情報がリストされます。

選択された従業員

このグリッドには、前のステップで選択された直属部下および間接的部下がリストされます。

委任記入票ページ
委任記入票ページ (EP_MSS_SELECT_FLU) を使用して、ログイン管理者に委任された記入票にアクセ
スします。

ナビゲーション

チーム パフォーマンス ページの左パネルで、[委任記入票] タブをタップします。

画像: 委任記入票ページ

次の例では、委任記入票ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ログイン管理者が委任管理者として選択され、委任記入票が使用可能である場合、これらは委任記入
票ページに表示されます。

最新の記入票と委任記入票の表示には、同じグリッド レイアウトが使用されます。
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[記入票の対象] または [委任記入票] 記入票をグリッドに表示する対象となる管理者を選択します。デ
フォルトでは、全ての委任記入票が表示されます。

このフィールドは、ログイン管理者が複数の管理者から委任さ
れている場合に表示されます。ログイン管理者が 1 人の管理
者から委任されている場合、その管理者の名前が代わりに表
示されます。

行をタップして対応する記入票を開き、ePerformance ワークセンターで確認します。ワークセンターからチー
ム パフォーマンス ページに戻るには、パスにある [チーム パフォーマンス] リンクをクリックします。

記入票履歴ページ (チーム パフォーマンス)
記入票履歴ページ (チーム パフォーマンス) (EP_MSS_SELECT_FLU) を使用して、ログイン管理者が所
有する完了またはキャンセルされた記入票にアクセスします。

ナビゲーション

チーム パフォーマンス ページの左パネルで、[記入票履歴] タブをタップします。

画像: 記入票履歴ページ (チーム パフォーマンス)

次の例では、記入票履歴ページ (チーム パフォーマンス) のフィールドおよびコントロールを説明します。

このページのグリッドに、ログオン管理者の記入票履歴 (記入票ステータスが完了またはキャンセルのもの)
が、パフォーマンス記入票およびキャリア開発記入票を含めて、全て表示されます。このグリッドに表示さ
れる情報は、次のとおりです。

• 従業員名および職務名

• 記入票タイプ

• 記入票ステータス

• 評価期間
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行をタップして対応する記入票を開き、ePerformance ワークセンターで確認します。ワークセンターからチー
ム パフォーマンス ページに戻るには、パスにある [チーム パフォーマンス] リンクをクリックします。

[チーム パフォーマンス ステータス] タイル
[チーム パフォーマンス ステータス] タイル (EP_PG_DOCSTS_FLU) を使用して、ログイン管理者が所有
する記入票のパフォーマンス ステータスを表示します。

ナビゲーション

• (初回の場合は)、メイン メニューで、[Fluid ホーム] を選択します。表示されるページで、アクション リス
トから [パーソナル設定] を選択します。管理者セルフサービスのパーソナル設定ホーム ページまたは希望
する任意のホームページで、[チーム パフォーマンス ステータス] タイルを追加します。

• メイン メニューで [Fluid ホーム] を選択します。[チーム パフォーマンス ステータス] タイルが追加され
たページ (管理者セルフサービス ランディング ページなど) に移動します。

画像: [チーム パフォーマンス ステータス] タイル

次の例では、[チーム パフォーマンス ステータス] タイルのフィールドおよびコントロールを説明します。

このタイルには、管理者の組織における全ての記入票のステータスが表示されます。タイルをタップし
てチーム パフォーマンス ステータス ページにアクセスします。

デフォルトでは、ここにはログイン管理者の情報が表示されます。ただし、管理者は、チーム パフォーマン
ス ステータス ページで設定を変更したり、異なる管理者 (直属または間接的) を選択でき、この場合に
は、該当する管理者の組織に関する情報が表示されます。たとえば、Betty Locherty が初めてログインし
た場合、自分の組織 (自分の直属部下および間接的部下が所有する全ての記入票を含む) が表示され
ます。その後、Betty Locherty が管理者を Rosanna Channing に変更すると、チャートはリフレッシュされ、
再度 Betty がタイルを表示したときには、Rosanna の組織内にある全ての記入票が表示されます。

チーム パフォーマンス ステータス ページ
チーム パフォーマンス ステータス ページ (EP_PG_DOCSTS_FLU) を使用して、記入票のパフォーマンス
ステータスの詳細を表示し、必要に応じてチャート表示を変更します。
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ナビゲーション

管理者セルフサービス ページまたはタイルを追加したホーム ページで、[チーム パフォーマンス ステータス]
タイルをタップします。

画像: (タブレット) チーム パフォーマンス ステータス ページ

次の例では、タブレット用のチーム パフォーマンス ステータス ページのフィールドおよびコントロールを説明
します。
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画像: (スマートフォン) チーム パフォーマンス ステータス ページ

次の例では、スマートフォン用のチーム パフォーマンス ステータス ページのフィールドおよびコントロールを
説明します。

「ePerformance: チームのパフォーマンス ステータス チャート」

このページは、My Team’s Performance Status PageletPeopleSoft eProfile Manager Desktop に類似してお
り、ログイン ユーザーが管理者である記入票のパフォーマンス ステータスが表示されます。グリッド ビュー
には、チャートに加えて記入票情報も表示されます。

アイコンをタップして、チャートのフィルタ値 (ステータス別、管理
者別、所在地別および部門別) を選択します。このオプション
は、スマートフォン ビューにのみ適用できます。

http://docs.oracle.com/cd/E60594_01/psft_eperf_tperf_statuschart_ui.html
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アイコンをタップして、次のいずれかのアクションを実行します。

• ピボット グリッドでチャート データ全体を表示し、必要に応じ
て列と行の値を更新します。

• チャート用に使用可能なフィルタを選択します。

デフォルトでは、[ステータス]、[管理者]、[所在地] および [部
門] フィルタが有効化されています。

• データをスプレッドシートにエクスポートします。

• チャート オプションを編集します。

チャート オプションの使用の詳細について
は、『PeopleTools: Pivot Grid』の「Viewing a Pivot Grid
Model Using the Pivot Grid Viewer」トピックを参照してくだ
さい。

設定の変更 リンクをタップして、モーダル ページでのチャートの作成に使用
するパラメータ (記入票タイプ、評価期間および管理者) を選択
または更新します。

フィルタ条件

[フィルタ条件] 領域から、管理者は次のことができます。

• フィルタ パラメータ別に記入票数を表示します。

• 記入票情報をステータス別、管理者 (同じ組織内の直属部下) 別、所在地別および部門別にフィルタ
処理します。

チャート

チャートから、管理者は次のことができます。

• 管理者の記入票の分布をステータス別に表示します。

• 円セグメントをタップし、モーダル ウィンドウで対応するステータスの記入票詳細を表示します。

• 記入票を開いて編集したり、モーダル ウィンドウから表示します。

タップすると、アイコンによって示されたチャート タイプでデータ
が表示されます。使用可能なチャート タイプには、垂直棒、円 (
デフォルト値) および水平棒があります。



記入票を処理する際の PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの使い方 第8章

202 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

設定の変更ページ
設定の変更ページ (EP_PG_CHNG_SET_SCF) を使用して、チーム パフォーマンス ステータス ページの
起動に使用するデフォルト設定を編集します。

ナビゲーション

チーム パフォーマンス ステータス ページで、[設定の変更] リンクをタップします。

画像: 設定の変更ページ

次の例では、設定の変更ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、チャートにデータをロードするために使用する記入票設定 (記入票タイプ、評価期
間および管理者) を変更します。

<名前リンク> リンクをタップして、ログイン管理者 (本人) の組織の表示を選
択します。

これは、現在選択されているユーザーが組織内で下位レベルの
管理者であり、チャートをリフレッシュして、チーム全体の記入票
情報を表示する必要がある場合に役立ちます。

他の管理者を選択

リスト上で別の管理者に直属する下位レベルの管理者であるため、その名前を使用できない管理者を選
択するには、[直属管理者の数] アイコンをタップしてその別の管理者の組織階層を展開し、目的の個人
を選択します。
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従業員として記入票を処理する際の PeopleSoft Fluid ユーザー インター
フェイスの使い方

このトピックでは、従業員が PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスを使用して記入票を処理する方
法について説明します。

PeopleSoft HCM の Fluid ページの一般的な情報については、Understanding PeopleSoft Fluid User
Interface Home PagesApplication Fundamentals を参照してください。

『HCM での PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの操作』

従業員として記入票を処理する際に PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスで使
用するページ

ページ/タイル名 定義名 用途

[パフォーマンス] タイル HC_EP_EE_SELECT
_FLU (タイル用コンテ
ンツ参照)

EP_EE_TILE_FLU (
動的データ用ページ)

ログイン従業員について評価リクエストや最新の記
入票の合計数を表示します。

パフォーマンス ページ EP_EE_SELECT_
FLU

共通の ePerformance 従業員セルフサービス トラン
ザクションにアクセスします。

自分の最新の記入票ページ EP_EE_SELECT_
FLU

従業員独自の最新の記入票にアクセスします。

記入票の作成ページ (パフォーマンス) EP_CREATE_FLU_
SCF

新しい ePerformance 記入票を追加します。

自分の記入票履歴ページ EP_EE_SELECT_
FLU

従業員が所有する完了またはキャンセルされた記入
票にアクセスします。

他者の記入票ページ EP_EE_SELECT_
FLU

評価リクエストを受諾または拒否するか、あるいは受
諾された評価を処理します。

他者の記入票履歴ページ EP_EE_SELECT_
FLU

従業員によって完了された他者の評価記入票にアク
セスします。

[パフォーマンス] タイル
[パフォーマンス] タイル (EP_EE_TILE_FLU) を使用して、ログイン従業員について評価リクエストや最
新の記入票の合計数を表示します。

https://docs.oracle.com/cd/E62095_01/psft_fluid_usr_intapprv_ui.html
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ナビゲーション

メイン メニューで [Fluid ホーム] を選択します。表示されたページで、[従業員セルフサービス] を選択しま
す。[パフォーマンス] タイルは、従業員セルフサービス ランディング ページで使用できます。

従業員は、パーソナル設定を使用して、標準で用意されているホーム ページまたは自身で作成したホーム
ページにタイルを追加できます。

画像: (タブレット) [パフォーマンス] タイル

次の例では、タブレット用の [パフォーマンス] タイルを説明します。

画像: (スマートフォン) [パフォーマンス] タイル

次の例では、スマートフォン用の [パフォーマンス] タイルを説明します。

[パフォーマンス] タイルには次のものが表示されます。

• 評価リクエストの数。

• (評価リクエストが存在しない場合は、) 最新の記入票の数。

使用可能な記入票が 1 つのみの場合は、その記入票の次の期日が表示されます。

最新の記入票が存在しない場合、記入票数またはテキストは表示されません。

[パフォーマンス] タイルをタップすると、従来のメニュー ナビゲーションを使用しないで、次の従業員セル
フサービス トランザクションに簡単にアクセスできます。

• 自分の最新の記入票

• 自分の記入票履歴
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• 他者の記入票

• 他者の記入票履歴

自分の最新の記入票ページ
自分の最新の記入票ページ (EP_EE_SELECT_FLU) を使用して、従業員独自の最新の記入票にアクセ
スします。
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ナビゲーション

• 従業員セルフサービス ページまたはタイルを追加したホーム ページで、[パフォーマンス] タイルをタッ
プします。

• パフォーマンス ページの左パネルで、[自分の最新の記入票] タブをタップします。

画像: (タブレット) 自分の最新の記入票ページ

次の例では、タブレット用の自分の最新の記入票ページのフィールドおよびコントロールを説明します。
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画像: (スマートフォン) 自分の最新の記入票ページ

次の例では、スマートフォン用の自分の最新の記入票ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。

このページのグリッドに、ログオン従業員の最新の記入票 (記入票ステータスが完了およびキャンセルでな
いもの) が、パフォーマンス記入票およびキャリア開発記入票を含めて、全て表示されます。このグリッドに
表示される情報は、次のとおりです。

• 記入票タイプ

• 記入票ステータス

• 評価期間

• 次の期日
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記入票の行をタップして対応する記入票を開き、ePerformance ワークセンターで編集します。ワークセン
ターからパフォーマンス ページに戻るには、パスにある [パフォーマンス] リンクをクリックします。

記入票の作成 ボタンをタップして記入票の作成ページにアクセスし、従業員と
して新規記入票を作成します。

記入票の作成ページ (パフォーマンス)
記入票の作成 (パフォーマンス) ページ (EP_CREATE_FLU_SCF) を使用して、新しい ePerformance 記
入票を追加します。

ナビゲーション

自分の最新の記入票ページで、[記入票の作成] ボタンをタップします。

画像: 記入票の作成ページ (パフォーマンス)

次の例では、記入票の作成ページ (パフォーマンス) のフィールドおよびコントロールを説明します。

従業員はこのページを使用して、新しい記入票の作成に使用する条件を指定します。

デフォルト値 (記入票タイプおよび評価期間) が従業員セルフサービス ページの記入票デフォルト値の
割当ページで指定されている場合、記入票の作成ページにこれらのデフォルト値が自動挿入されます。

従業員が記入票を作成するための機能は、記入票タイプ定義で設定されます。[記入票タイプ] ドロップ
ダウン フィールドには記入票タイプがロードされ、これにより、従業員は記入票作成プロセスを開始できま
す。

注: 従業員が PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスで記入票を作成できないようにするには、記入
票タイプ ページで、従業員が記入票作成プロセスを開始する機能を無効化しておく必要があります。記
入票の作成ページは PeopleSoft Fluid ユーザー インターフェイスの 2 次ページであるため、権限リストに
よって従業員に非表示にすることはできません。
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作成する記入票が既に存在している場合、そのことを通知するメッセージが表示され、記入票は作成さ
れません。

記入票が正常に作成されると、作成された記入票と共に確認メッセージが表示され、対応する新規行が
自分の最新の記入票ページ上のグリッドに追加されます。同時に、左パネルで自分の最新の記入票の数
が更新されます。

「パフォーマンス記入票の作成ページまたはキャリア開発記入票の作成ページ」を参照してください。

自分の記入票履歴ページ
自分の記入票履歴ページ (EP_EE_SELECT_FLU) を使用して、従業員が所有する完了またはキャンセ
ルされた記入票にアクセスします。

ナビゲーション

パフォーマンス ページの左パネルで、[自分の記入票履歴] タブをタップします。

画像: 自分の記入票履歴ページ

次の例では、自分の記入票履歴ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページのグリッドに、ログオン従業員の記入票履歴 (記入票ステータスが完了またはキャンセルのもの)
が、パフォーマンス記入票およびキャリア開発記入票を含めて、全て表示されます。このグリッドに表示さ
れる情報は、次のとおりです。

• 記入票タイプ

• 記入票ステータス

• 評価期間

記入票の行をタップして対応する記入票を開き、ePerformance ワークセンターで確認します。ワークセン
ターからパフォーマンス ページに戻るには、パスにある [パフォーマンス] リンクをクリックします。
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他者の記入票ページ
他者の記入票ページ (EP_EE_SELECT_FLU) を使用して、評価リクエストを受諾または拒否したり、受諾
された評価を処理します。

ナビゲーション

パフォーマンス ページの左パネルで、[他者の記入票] タブをタップします。

画像: 他者の記入票ページ

次の例では、他者の記入票ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

未処理の評価リクエスト

このセクションのグリッドには、従業員の受諾が保留中である他者からの評価リクエストがリストされま
す。

受諾 このボタンをタップして、選択した評価リクエストを受諾します。

受諾されたリクエストは、[未処理の評価リクエスト] セクション
から削除され、[最新の記入票] セクションに追加されます。

拒否 このボタンをタップして、選択した評価リクエストを拒否します。

表示されるモーダル ページには、拒否することを選択したリクエ
ストの数が表示されます。必要に応じて、リクエストの拒否につ
いてコメントを入力できます。

拒否されたリクエストは、[未処理の評価リクエスト] セクション
から削除されます。

同僚の指名の送信者は、対応する通知が ePerformance ページで有効化されている場合、指名が受諾ま
たは拒否されたときに通知を受け取ります。

最新の記入票

このセクションのグリッドには、従業員が受諾した他の従業員の評価リクエストがリストされます。
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従業員に対して受諾された評価が存在しない場合は、[データが存在しません] というテキストが表示さ
れます。

行をタップして他の従業員の対応する評価を開き、<ロール> 評価ページで編集します。ワークセンターか
らパフォーマンス ページに戻るには、パスにある [パフォーマンス] リンクをクリックします。

他者の記入票履歴ページ
他者の記入票履歴ページ (EP_EE_SELECT_FLU) を使用して、従業員によって完了された他者の評価
記入票にアクセスします。

ナビゲーション

パフォーマンス ページの左パネルで、[他者の記入票履歴] タブをタップします。

画像: 他者の記入票履歴ページ

次の例では、他者の記入票履歴ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページのグリッドには、ログイン従業員が他の従業員について完了した記入票履歴が全てリストされ
ます。これには、パフォーマンス記入票およびキャリア開発記入票が含まれます。このグリッドに表示され
る情報は、次のとおりです。

• 従業員名

• 記入票タイプ

• 記入票ステータス

• 評価期間

行をタップして、他の従業員について完了した対応する評価を <ロール> 評価ページで表示します。ワーク
センターからパフォーマンス ページに戻るには、パスにある [パフォーマンス] リンクをクリックします。
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第9章

評価基準の修正

評価基準の修正について

このステップで記入票テンプレートから作成されるページには、評価基準が含まれています。評価要素の
定義ステップで、管理者または従業員あるいはその両者は、評価要素を追加したり、評価の作成前に従
業員に対する既存の評価要素を調整したり、これら両方を行ったりすることができます。このステップを
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承認して、記入票を次のステータスに移動できるのはユーザー ロールのみです。一般的には、管理者が承
認者ですが、これは記入票テンプレート レベルで設定できます。

画像: 評価基準の修正ステップを示す評価基準の定義プロセス

この図は、評価基準の設定ステップにおける評価基準の修正プロセスを示しています。

記入票テンプレートで定義されたロール機能に応じて、評価者は評価要素に以下のような修正を加える
ことができます。

テスト

• 項目の追加:
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• コンテンツ カタログから、事前定義された (コード化された) 項目およびサブ項目を追加。

• テキスト入力の項目およびサブ項目を追加。

• 管理者の記入票から項目をコピー。

• ビジネス目標から項目をコピー。

• 評価要素の削除。

評価要素は、記入票テンプレートで必須と指定されている場合は削除できません。

• 評価要素の更新。

評価要素の定義ステップで編集できる評価要素の詳細は、以下の表に示すとおり、その項目が必須
であるかどうか、またコード化されているかどうかによって異なります。

項目 コード化された項目の編集可能フィー
ルド

コード化されない (テキスト入力) 項目の編集可能
フィールド

必須 ステータス

達成率

目標評価レベル

ステータス

達成率

目標評価レベル

必須でない 関連

重要

担当者

期日

警告日

ステータス

達成率

目標評価レベル

タイトル

説明

評価尺度

関連

重要

担当者

期日

警告日

ステータス

達成率

目標評価レベル

目標、責務、コンピテンシー、ユーザー定義のコンテンツ アイテムなどの項目をセクションに追加できます。
テキスト入力形式の項目を追加することも、あらかじめ設定されている項目 (コード化項目) を検索テーブ
ルから選択することもできます。テキスト入力形式のサブ項目を追加することも、評価要素の定義ステッ
プであらかじめ設定されているサブ項目を評価項目として選択することもできます。
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管理者または従業員は、評価要素の定義ステップで評価メモを追加できます。評価メモは、適用先のセ
クションや項目に関連付けられます。このプロセスの後の方で、自分が記入した評価メモにアクセスし、
内容を更新したり、セクションや項目の評価コメントに評価メモを含めたりすることができます。

評価要素の定義ステップで現在処理中の記入票には、評価要素の定義という記入票ステータスが割り当
てられます。記入票ステータス情報は記入票の検索ページに表示され、管理者と人事部門担当者が、そ
れぞれ [管理者セルフサービス] メニューと [人材開発] メニューの下に表示される記入票の検索結果を
絞り込むためのフィルタとして使用できます。記入票ステータスが "評価要素の定義" である記入票を開く
と、そのヘッダーに "進行中" と表示されます。

評価要素が確定したら、指定された担当者が記入票を完了します。ロールごとの個別の記入票は、完了
済みの評価要素に基づいて作成できます。

期日の設定

ePerformance では、記入票で使用されるさまざまな期日を 2 つの方法で設定できます。テンプレート レベ
ルで、人事部門担当者は次のものを選択できます。

• パフォーマンス カレンダー。実際の期日はパフォーマンス カレンダー コンポーネントで指定されます。

パフォーマンス カレンダーの詳細については、「パフォーマンス カレンダーの定義」を参照してくださ
い。

• テンプレート設定。期日は、評価期間終了日の前または後の日数で設定されます

Outlook タスク

詳細については、「ePerformance とのデスクトップ インテグレーションについて」を参照してください。

通知

人事部門担当者は、評価要素の定義ステップで次のイベントが発生した場合に電子メール通知が送信
されるように設定できます。

• 全ての評価要素が定義、完了、または承認されたとき。

• ステップが再オープンされたとき。

• 項目が追加または更新されたとき。

「システム設定の定義」を参照してください。

ラーニング セクション

テンプレートにラーニング セクションが追加されると、エンタープライズ ラーニング マネジメント システム
で次の条件を満たす全てのラーニングが従業員に対して選択されます。

• ラーニング タイプがアクティビティ、プログラム、またはカタログ外である。

• ステータスが計画済、登録済、進行中、または完了である。
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• ステータス更新日が評価開始日から評価終了日までの期間内にある。

人事部門担当者、管理者、および従業員だけがこのセクションを表示できます。セクション内のリンクか
らエンタープライズ ラーニング マネジメント システムを開き、独立したウィンドウでラーニングを検索した
り、従業員が登録されているラーニングの詳細情報を確認したりできます。[ラーニング差異の検索] リン
クは、ステータスが完了の記入票では使用できません。

関連リンク
記入票テンプレートについて
評価メモの入力

記入票オーディットについて

PeopleSoft は、以下の 3 つの記入票オーディットを用意しています。

1. 記入票レベルのオーディット – このオーディットでは、記入票で転送、キャンセル、完了、受諾などの処
理を行ったユーザーと、その日付および時間が記録されます。記入票レベルのオーディットは、常にオ
ンに設定されています。ePerformance のページで [PS 検証可] チェック ボックスをオンにする必要は
ありません。ePerformance 記入票で評価要素を設定しているとき、または評価情報を入力していると
きに、ページの下部付近にある [オーディット履歴] グループ ボックスにオーディット情報が表示されま
す。

2. 項目レベルのオーディット – このオーディットでは、ePerformance 記入票で項目を作成または変更し
たユーザーと、その日付および時間が記録されます。項目レベルのオーディットは、常にオンに設定さ
れています。ePerformance のページで [PS 検証可] チェック ボックスをオンにする必要はありませ
ん。ePerformance 記入票で評価要素を設定しているとき、または評価情報を入力しているときに、こ
のセクションの下部付近に項目レベルのオーディット情報が表示されます。

3. 詳細項目履歴オーディット: – このオーディットは、データベース トリガによって制御され、出荷時はオ
フに設定されています。このオーディットを有効にするには、ePerformance のページで [PS 検証可]
チェック ボックスをオンにします。使用したいオーディットをオンにするには、このチェック ボックスを
オンにするだけでなく、アプリケーション デザイナも使用する必要があります。EP_APPR_B_ITEM オ
ブジェクトの [レコード フィールド プロパティ] ダイアログ ボックスで [オーディット] フィールドを選択し
ます。

このオーディットが有効になっている場合、条件データの設定に使用する記入票ページに
[修正履歴] リンクが表示されます。ユーザーはこのリンクをクリックして、修正履歴ページ
(EP_ITEM_MOD_HISTRY) にアクセスできます。ここには、フィールド名別に前後の値が表示されま
す。

レコード定義の作成の詳細については、『PeopleTools: Application Designer Developer's Guide』の製品ド
キュメントを参照してください。
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関連リンク
ePerformance ページ

事前設定

権限のあるユーザーが評価基準を修正するには、事前に以下のタスクを完了しておく必要があります。

1. 評価要素の定義ビジネス プロセスをアクティブにします。

テンプレート定義 - 一般ページの [評価要素の定義] チェック ボックスをオンにします。

2. 評価要素の定義プロセスのルールを定義します。

テンプレート定義 - 処理ページで [評価要素の定義ステップ] グループ ボックス内のフィールドに値を
入力します。

3. 各ロールに対して、評価要素の定義ページへの目標の追加、更新、削除、コピー、およびこのページへ
の管理者項目のコピー機能をアクティブにします。

テンプレート定義 - 構成ページで、[評価要素の定義ステップ - ロール ルール] セクション内の該当す
るチェック ボックスをオンにします。

評価基準の修正

このトピックでは、記入票評価基準の更新方法について説明します。

注: このセクションのナビゲーションとページの説明は、記入票のコンピテンシー セクションの修正につい
てのものです。記入票の全てのセクションは、同様に機能し、同じページ フォーマットを使用しています。た
とえば、記入票に目標とコンピテンシーの両方のセクションがある場合、目標追加ページとコンピテンシー
追加ページは同様に機能します。

評価基準の修正に使用するページ
ページ名 定義名 用途

最新のパフォーマンス記入票ページまたは最新の
キャリア開発記入票ページ、あるいはパフォーマン
ス記入票ページまたはキャリア開発記入票ページ

EP_APPR_SELECT 評価基準を修正する記入票を選択します。

評価要素の定義ページ EP_APPR_BASE1 パフォーマンスまたはキャリア開発の評価要素を
追加または修正します。
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ページ名 定義名 用途

<セクション項目> の追加ページ EP_APPR_EDIT3 テキスト入力または定義済のいずれかのセクショ
ン項目を、記入票テンプレートで指定されている評
価基準に追加します。

注: 項目を追加するには、他に、ビジネス目標から
項目をコピーする、管理者記入票から項目をコピー
する、自分の他の記入票から項目をコピーする (
従業員の場合)、管理者として管理している記入
票から項目をコピーするという方法があります。

"定義済の <セクション項目> を追加" ページ EP_APPR_EDIT4 定義済の項目を検索して、記入票テンプレートで
指定されている評価基準に追加します。

"独自の <セクション項目> を追加" または <セク
ション項目> の編集ページ

EP_APPR_EDIT5 記入票テンプレートで指定された評価基準にテキ
スト入力項目を追加するか、既存の項目を修正し
ます。

ビジネス目標からコピー ページ EP_APPR_EDIT9 設定済のビジネス目標から、パフォーマンス記入
票またはキャリア開発記入票に目標をコピーしま
す。

管理者記入票からコピー ページ EP_APPR_EDIT9 管理者の記入票から、パフォーマンス記入票また
はキャリア開発記入票に、目標、責務、コンピテン
シーおよびその他の項目をコピーします。

記入票の選択ページ EP_APPR_SEL_
ADDITM

現在の記入票に項目をコピーできる記入票を選択
します。

<セクション項目> を記入票からコピーまたは <セ
クション項目> をチームの記入票からコピー ページ

EP_APPR_EDIT9 前に選択した記入票から現在の記入票に、1 つ以
上の項目をコピーします。

<セクション項目> の行動の追加ページ
(EP_APPR_EDIT6)

EP_APPR_EDIT6 テキスト入力サブ項目または定義済のサブ項目
を評価記入票に追加するために選択します。

<セクション項目> の行動の追加ページ
(EP_APPR_EDIT7)

(定義済の項目を検索する場合)

EP_APPR_EDIT7 システムで定義済の項目を検索して追加します。

<セクション項目> の行動の追加または <セクショ
ン項目> の行動の編集ページ

(テキスト入力項目を挿入する場合)

EP_APPR_EDIT8 記入票テンプレートで指定された評価基準に自由
形式の行動を追加するか、既存の行動を修正しま
す。

削除の確認ページ EO_DEL_CONFIRM 項目または行動を削除することを確認します。

評価メモ ページ HR_NP_NOTE_
SRCH

評価メモの検索

評価メモ - メモの追加/更新ページ HR_NP_NOTE セクションに新規の評価メモを追加します。
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評価要素の定義ページ
評価要素の定義ページ (EP_APPR_BASE1) を使用して、パフォーマンスまたはキャリア開発評価要素を
追加または修正します。

ナビゲーション

最新の記入票ページまたは最新のキャリア開発記入票ページで、記入票のリンクをクリックします。

画像: 評価要素の定義ページ (1/2)

次の例では、評価要素の定義ページ (1/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 評価要素の定義ページ (2/2)

次の例では、評価要素の定義ページ (2/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。
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注: 評価要素の定義ページの外観と動作は関連付けられているテンプレートによって制御されます。この
スクリーンショットに表示されているページは、このビジネス プロセス ステップの記入票の外観の例を示
しています。特に言及しない限り、ここでのフィールドの説明は、パフォーマンスとキャリア開発の両方の記
入票タイプに適用されます。

これらのスクリーンショットに表示されている記入票は、タブ付き形式で表示されます。記入票の表示形
式は記入票テンプレートで設定できます。

<直前にアクセスしたコンポーネントまた
はページ> に戻る

このリンクをクリックして、現在の記入票の前にアクセスしてい
た直前のコンポーネントまたはページ (組織図ビューア、パフォー
マンス記入票の表示、最新の記入票、キャリア開発記入票履歴
など) に戻ります。

保存 このボタンをクリックして記入票を保存します。

承認 このボタンをクリックして承認し、評価要素の定義ステップを完
了します。このボタンは、このステップを承認できるロールでサイ
ンインしている場合にのみ使用可能です。

評価要素の定義ステップが承認された後、ステップとタスク
ページレット上の表示リンクをクリックすると、対応する情報を確
認できます (読取専用)。必要に応じて、ページレット上の再オー
プン リンクをクリックしてステップを再オープンできます。

再オープン このボタンをクリックして、完了済の評価要素の設定を再オープ
ンします。

このボタンは、リンクをクリックして承認済の評価要素の定義ス
テップを再オープンすると表示されます。

注: 次のステップが開始されて保存されるか、未処理の指名が
受諾されると、評価要素の記入票は再オープンできません

 印刷 [印刷用の記入票を表示] アイコンをクリックして評価要素の設
定 (記入票) の印刷バージョンを表示します。

記入票と一致する BI Publisher レポートが生成されます。レポー
トには、ラーニング セクション、電子署名セクション、従業員デー
タ、他の評価者およびオーディット履歴が含まれる場合があり
ます。ブラウザ メニューから [ファイル]、[印刷] の順にクリックし
て、記入票を印刷します。

電子署名セクションは BI Publisher レポートにのみ存在し、記入
票には表示されないので注意してください。

この機能に使用されるレポート定義は EP_EVAL です。
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 通知 [通知] アイコンをクリックして通知の送信ページを開き、関係者
に送信する記入票に関するメッセージを作成します。

 エクスポート [エクスポート] アイコンをクリックして記入票をリッチ テキスト形
式 (RTF) で表示し、ダウンロードします。

記入票と一致する BI Publisher レポートが生成されます。これ
をローカル システムに保存してオフラインで編集できます。た
とえば、管理者は各直属部下のパフォーマンス記入票を保存
し、HCM システムに接続せずに記入票で作業できます。ローカ
ル側の記入票への変更が全て完了したら、管理者は更新情報
をコピーしてシステム内の対応する記入票に貼り付けることが
できます。

この機能に使用されるレポート定義は EP_DOC です。

 TAB フォーマット
[TAB フォーマット] リンクをクリックしてタブ付き形式で記入票
を表示します。

このフィールドは、関連する記入票テンプレートの表示タイプが、
タブ付きとロング フォーマットの間で切り替わるように設定され
ている場合に表示されます。

 ロング フォーマット [ロング フォーマット] リンクをクリックして長い 1 ページで記入票
を表示します。

このフィールドは、関連する記入票テンプレートの表示タイプが、
タブ付きとロング フォーマットの間で切り替わるように設定され
ている場合に表示されます。

<セクション #> - <セクション名>

このセクションには、セクションに含まれる項目およびリストされた項目に評価レベルとコメントを入力で
きるユーザーのロールが示されます。

ラーニングおよびキャリア プラン サマリ セクションのフィールドの説明は、例として提供されています。こ
のトピックで示してていないフィールドの追加説明については、「<管理者または自己> 評価ページ」を参
照してください。

展開 クリックすると、このセクションに属する全ての項目が展開され
ます。

折りたたむ クリックすると、このセクションに属する全ての項目が折りたたま
れます。

ビジネス目標 このリンクが利用可能な場合はクリックしてこの記入票と関連
付けられているビジネス目標を表示します。
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目標の追加、コンピテンシーの追加また
は責務の追加

このリンクをクリックして <セクション項目> の追加ページにアク
セスします (目標の追加、コンピテンシーの追加など)。このペー
ジには、セクション項目に関する記入票テンプレートの設定に
よって、以下の複数のフォーマットのいずれかが表示されます。
次のことが可能です。

• コンテンツ カタログから定義済 (コード化された) 項目を追
加。

• テキスト入力項目の追加。

• ビジネス目標から項目をコピー。

• 管理者の記入票から項目をコピー。

• 自分の別の記入票 (従業員の場合) またはチームの別の記
入票 (管理者の場合) からの項目のコピー。

このリンクは、セクション (目標、コンピテンシーなど) のセクショ
ン定義で [項目を使用] チェック ボックスがオンで、記入票テン
プレートの 評価要素の定義ステップ - ロール ルール グリッドで、
ロールの [項目追加] チェック ボックスがオンになっている場合
に利用できます。

「<セクション項目> の追加ページ」も参照してください。

重要 特定のセクションで誰がアクションを実行できるかは、ユーザーのロールに基づいて決定されます。
評価要素の定義ステップ - ロール ルール グリッド下のテンプレート定義 - 構成ページでセクションにロー
ルを割り当てます。

セクション # - ラーニング セクション

このセクションは、従業員のラーニングを確認、追加、または削除する場合に使用します。このセクション
は、最新の記入票と記入票履歴の両方のページから使用できます。

ラーニング名 このリンクをクリックして、エンタープライズ ラーニング マネジメ
ント (ELM) データベース内の <ラーニング名> 説明ページを表
示します。

ラーニング差異の検索 このリンクをクリックすると、学習目標ページ (ユーザーが従業
員の場合)、チーム メンバー目標ページ (ユーザーが管理者の場
合)、または学習者の登録 - 申請者の検索ページ (ユーザーが
人事部門担当者の場合) が開きます。さらに、次のいずれかの
条件が満たされた場合、このリンクをクリックすると、コンピテン
シー (学習目標)、目標評価レベルおよび実際評価レベルが、パ
フォーマンス評価から ELM データベースに送信されます。
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• 記入票の実際評価が記入票の目標評価を下回っていま
す。

• 目標または実際の評価が空白です。

この情報は、エンタープライズ ラーニング マネジメント側で学習
者の差異分析を実行するために使用します。見つかった差異
は、エンタープライズ ラーニング マネジメントの適切な目標と、
管理者または従業員の現在の学習目標に追加されます。表示
される学習目標ページには、新しく追加された目標も含まれま
す。従業員および管理者は、ラーニング差異の検索リンクをク
リックして対応する学習を目標に追加します。人事部門担当者
は同じリンクをクリックしてラーニングの検索を実行できます。

注: カタログ アイテムの能力レベル (評価) が目標の達成に必
要な能力レベルと比較されます。ただし、この比較は、ラーニン
グが表示されるときには考慮されません。全てのラーニングが
目標に対する全ての能力レベルと共に表示されます。ユーザー
が人事部門担当者の場合は、学習者の登録 - 依頼者の検索
ページに移動します。
さまざまな学習目標ページに関する詳細は、『PeopleSoft HCM:
エンタープライズ ラーニング マネジメント』の製品ドキュメントを参照
してください。

リフレッシュ クリックして、ラーニング セクションのリアルタイム データが取得
され、新しく登録されたラーニングまたは適切な日付範囲内の
日付を含むラーニング予定が表示されるようにします。

セクション # - キャリア プラン サマリ

このセクションを使用して従業員のキャリア プラン情報を確認し、必要に応じて、管理者セルフサービス
を通じて従業員の最新のキャリア プランにアクセスします。このセクションは、管理者セルフサービスおよ
び人材開発メニューを通じて、最新の、表示専用パフォーマンスおよびキャリア開発記入票から利用でき
ます。

不在時のリスク キャリア プランの管理ページで指定した設定に従って、この従
業員が現在のポジションから退いた場合のリスクを表示しま
す。

流出時の影響 キャリア プランの管理ページで指定した設定に従って、この従
業員が現在のポジションから退いた場合の組織への影響を表
示します。

キャリア適性 キャリア プランの管理 - ランキング/適性ページで指定した設定
に従って、この従業員のキャリア適性を表示します。
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公式キャリア パス キャリア プランの管理 - キャリア パス ページの公式キャリア パ
ス セクションで指定した設定に従って、この従業員が作成した
キャリア ステップのリストを表示します。

管理者同意キャリア パス キャリア プランの管理 - キャリア パス ページの管理者同意パ
ス セクションで指定した設定に従って、この従業員が管理者の
支援を受けて作成したキャリア ステップのリストを表示します。

個人パス 従業員セルフサービスを通じてこの従業員がキャリア パス ペー
ジで作成した個人のキャリア パスを表示します。このセクション
は、従業員がキャリア パス ページで個人パス セクションをプラ
イベートとして指定していない場合にのみ表示されます。

従業員キャリア プランの更新 クリックすると、管理者セルフサービスのキャリア プランの管理
コンポーネントに移動し、この従業員の最新のキャリア プランに
関して必要なアクティビティを実行できます。このリンクは、ログ
オンしたユーザーが現在その従業員の管理者で、従業員のキャ
リア プランへのアクセス権を持つ場合に表示されます。キャリア
プランの管理コンポーネントで従業員に関して行った変更は、こ
のセクションに戻ったときに反映されます。

Managing Career Planning Self-ServicePeopleSoft Human
Resources Plan Careers and Successions を参照してください。

<項目 #> - <項目名>

このセクションには、テンプレート定義 - 構成ページの [評価レベル/加重] タブの [項目] グループ ボック
スと [サブ項目] グループ ボックスで定義されたパラメータが表示されます。記入票のセクションに項目を
追加および削除することができます。

 他の記入票にコピー
[他の記入票にコピー] アイコンをクリックして、他の記入票にコ
ピー ページにアクセスし、対応する項目をコピーできる 1 つ以上
の従業員記入票を選択します。

 評価メモ [評価メモ] アイコンをクリックして、評価メモ ページを表示しま
す。このアイコンは、テンプレート定義 - 構成ページの [セクショ
ン] タブで [コメント] チェック ボックスがオンの場合に使用でき
ます。

このコメントには、後でコメント ツール機能を使用してコメントを
入力したり、評価で項目を評価するときにアクセスできます。

注: ノートパッドで、メモに関連付けられている項目を削除して
も、そのメモは実際にはノートパッドから削除されません。ただ
し、記入票に項目が存在しないため、メモはその項目と関連付
けられなくなります。
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Configuring and Working with the HR NotepadApplication
Fundamentals を参照してください。

 詳細の編集 [詳細の編集] アイコンをクリックして編集 <セクション項目>
ページを表示し、項目を更新します。このアイコンは、更新フィー
ルドがテンプレート定義 - 構成ページの [項目] タブで選択され
た場合に使用できます。

 <項目名> の削除 [<セクション項目> の削除] アイコンをクリックして、ページの項
目を削除します。このアイコンは、評価要素の定義ステップが有
効で、その項目が記入票テンプレートで "必須" と定義されてい
ない場合に表示されます。

目標への適合 該当する場合、項目が関連付けられた目標のタイトルを表示し
ます。

 目標の詳細
[目標の詳細] アイコンをクリックして、目標と関連付けられてい
る詳細 (説明と評価尺度) の一覧がある目標の詳細ページにア
クセスします。

 関連チェーン
[関連チェーン] アイコンをクリックして目標関連チェーン ページ
にアクセスします。このページでは、この目標が組織内のハイレ
ベルの目標とどのように関連しているのか見ることができます。

修正履歴 このリンクをクリックすると、修正履歴ページ (EP_ITEM_MOD_
HISTRY) にアクセスできます。ここには、フィールド名別に前後
の値が表示されます。

注: このリンクは、ePerformance ページの [PS 検証可] チェック
ボックスをオンにしていない場合は表示されません。このチェッ
ク ボックスをオンにするだけでなく、アプリケーション デザイナを
使用して対象のオーディットをオンにする必要もあります。

関連リンク
記入票テンプレートの作成
テンプレート定義 - コンテンツ ページ
コメント ツールの使い方

<セクション項目> の追加ページ
<セクション項目> の追加ページ (EP_APPR_EDIT3) を使用して、対応するセクション項目 (自由形式)
を記入票テンプレートで指定した評価基準に追加します。
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ナビゲーション

記入票に表示されている [項目の追加]、[目標の追加]、[コンピテンシーの追加] または [責務の追加] リ
ンクを選択します。

画像: <セクション項目> の追加ページ

次の例では、<セクション項目> の追加ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

注: ここに示したスクリーンショットとフィールドの説明は、新しい目標を記入票に追加する場合の例です。
コンピテンシー、責務および行動を追加するためのページも類似しています。

"定義済の <セクション項目> を追加" ページ
"定義済の <セクション項目> を追加" ページ (EP_APPR_EDIT4) を使用して、システムに事前定義され
ている項目を検索して追加します。
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ナビゲーション

<セクション項目> の追加ページで定義済の項目を選択して追加し、[次] ボタンをクリックします。

画像: "定義済の <セクション項目> を追加" ページ

次の例では、"定義済の <セクション項目> を追加" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

検索条件

<セクション項目> セクション項目の検索に使用する検索語 (コンピテンシーなど)
を入力します。

コンテンツ グループ タイプ (システムが提供するコンピテンシー セクションの場合) 検索に
使用するコンテンツ グループ タイプを選択します。このフィール
ドは、対象のコンテンツ タイプ (コンピテンシー) に対してコンテ
ンツ グループ タイプが定義されている場合にのみ使用できま
す。

コンテンツ グループ (システムが提供するコンピテンシー セクションの場合) 検索に
使用するコンテンツ グループを選択します。このフィールドは、対
象のコンテンツ タイプ (コンピテンシー) に対してコンテンツ グ
ループが定義されている場合にのみ使用できます。

検索 クリックすると、検索結果グループ ボックスに結果が表示されま
す。

Understanding the Content CatalogPeopleSoft Human Resources Manage Profiles を参照してください。
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検索結果

[検索] をクリックすると、[検索条件] グループ ボックスで入力または選択した検索条件に基づいて、コン
ピテンシーが表示されます。記入票に追加するコンピテンシーを選択して、[選択したコンピテンシーを保
存] をクリックします。

"独自の <セクション項目> を追加" または <セクション項目> の編集ページ
"独自の <セクション項目> を追加" ページまたは <セクション項目> の編集ページ (EP_APPR_EDIT5)
を使用して、記入票テンプレートで指定した評価基準にテキスト入力項目を追加するか、既存の項目を修
正します。

ナビゲーション

• <セクション項目> の追加ページで独自の項目 (自由形式) を選択して追加し、[次] ボタンをクリック
します。

• 記入票で更新する項目の [詳細の編集] アイコンをクリックします。

画像: "独自の <セクション項目> を追加" ページ

次の例では、"独自の <セクション項目> を追加" ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

"独自の <セクション項目> を追加" ページで、リッチ テキスト エディタを使用して、システムではまだ利用
できない独自の目標を記述します。
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目標と目的のビジネス目標への関連付け

ビジネス目標 クリックすると、対応する目標プランについて定義された組織の
目標が表示されます。

異なる目標の検索 組織の他の部門の目標を検索する場合にクリックします。

目標への適合 参照された目標プランから、新しい目標を関連付ける目標を選
択します。

画像: <セクション項目> の編集ページ

次の例では、<セクション項目> の編集ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

<セクション項目> の編集ページに該当するフィールドの説明については、トピック「<セクション項目> の
編集ページ」を参照してください。

ビジネス目標からコピー ページ
ビジネス目標からコピー ページ (EP_APPR_EDIT9) を使用して、設定済のビジネス目標から、パフォーマ
ンス記入票またはキャリア開発記入票に目標をコピーします。
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ナビゲーション

<セクション項目> の追加ページで、[ビジネス目標からコピー] ラジオ ボタンを選択して、[次] ボタンをク
リックします。

画像: ビジネス目標からコピー ページ

次の例では、ビジネス目標からコピー ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

注: [ビジネス目標からコピー] オプションは、記入票テンプレート レベルで、対応する記入票セクション、
ビジネス プロセス ステップおよびユーザー ロールの組合せに対して、目標項目のコピー ロール ルール オ
プションが有効になっている場合に選択できます。

コピーする目標を選択して、[コピー] をクリックします。操作を開始したページが表示されます。

管理者記入票からコピー ページ
管理者記入票からコピー ページ (EP_APPR_EDIT9) を使用して、管理者の記入票から、パフォーマンス
記入票またはキャリア開発記入票に、目標、責務、コンピテンシーおよびその他の項目をコピーします。
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ナビゲーション

<セクション項目> の追加ページで、[項目を管理者記入票からコピー] (従業員の場合) または[項目を記
入票からコピー] (管理者の場合) を選択し、[次] ボタンをクリックします。

画像: 管理者記入票からコピー ページ

次の例では、管理者記入票からコピー ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

注: [<項目> を記入票からコピー] または [管理者記入票からコピー] オプションは、記入票テンプレート
レベルで、対応する記入票セクション、ビジネス プロセス ステップおよびユーザー ロールの組合せに対し
て、管理者項目のコピー ロール ルール オプションが有効になっている場合に選択できます。

管理者記入票セクションにリストされている全ての評価要素と一致する管理者記入票からコピーする項
目を選択し、[コピー] をクリックします。操作を開始したページが表示されます。管理者記入票セクションに
リストされている評価要素と一致する項目が見つからず、この記入票にコピーできなかった場合は、情報
メッセージが表示されます。

記入票の選択ページ
記入票の選択ページ (EP_APPR_SEL_ADDITM) を使用し、現在の記入票にコピー可能な項目がある、
従業員の記入票を選択します。



第9章 評価基準の修正

Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 233

ナビゲーション

<セクション項目> の追加ページで、項目を記入票からコピー (従業員の場合) するか、チームの記入票か
らコピー (管理者の場合) するかを選択し、[次] ボタンをクリックします。

画像: 記入票の選択ページ

次の例では、記入票の選択ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

用途が同じ (パフォーマンスまたはキャリア開発) で、かつ、セクションおよびセクション コンテンツ タイプ
が元の記入票と同じである記入票が、記入票のステータスに関係なく戻されます。キャンセル済の記入票も
リスト内に含まれます。

デフォルトでは、フィルタ条件セクションの期間開始日は、現在の記入票の開始日から 3 年引いた値に
設定されます。これにより、検索結果から過去 3 年間に作成された記入票はフィルタされます。

記入票リストは、このページにアクセスしているユーザーのロールに基づいて異なります。

• ユーザーが管理者で、チームの記入票から項目をコピーする場合、管理者としてリストされている記入
票が期間開始日で降順にソートされて表示されます。

• ユーザーが従業員で、本人の記入票から項目をコピーする場合、本人用に作成される (または作成さ
れた) 記入票が表示されます。

リストから、現在の記入票に項目をコピーする記入票を選択します。

注: 委任の場合、別の管理者の代わりに処理する承認を得ており、その人に代わってトランザクションを
処理す選択をした場合、その管理者の ePerformance 記入票での作業、その人が管理者としてリストされ
ている他の記入票からの項目のコピーを行うことができます。
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<セクション項目> を記入票からコピーまたは <セクション項目> をチームの記入票から
コピー ページ

<セクション項目> を記入票からコピーまたは <セクション項目> をチームの記入票からコピー ページを使
用して、前に選択した記入票から現在の記入票に、1 つ以上の項目をコピーします。

ナビゲーション

記入票の選択ページに表示されるリストから記入票を選択します。

画像: <セクション項目> を記入票からコピー ページ

次の例では、<セクション項目> を記入票からコピー ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: <セクション項目> をチームの記入票からコピー ページ

次の例では、<セクション項目> をチームの記入票からコピー ページのフィールドおよびコントロールを説明
します。
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注: [記入票からコピー] (従業員の場合) または [<項目> をチームの記入票からコピー] (管理者の場合)
オプションは、記入票テンプレート レベルで、対応する記入票セクション、ビジネス プロセス ステップおよ
びユーザー ロールの組合せに対して、[別の記入票からコピー] ロール ルール オプションが有効になってい
る場合に選択できます。

現在作業中の記入票セクションと同じコンテンツ タイプおよびセクションを含む項目のリストが戻されま
す。1 つ以上の項目を選択して現在の記入票セクションにコピーします。これらは、前回の評価期間に達
成されなかった項目や、毎回の評価期間で繰り返し使用される項目の場合があります。

現在の記入票に既にコピーされている項目は、このリストに表示されません。

注: プライベート項目は、この機能を使用して作業中の記入票にコピーできません。

<選択> (チェック ボックス) と コピー 現在作業中の記入票にコピーする項目を選択する場合にクリッ
クします。

[コピー] ボタンをクリックして、選択した項目を作業中の記入票
に追加します。

<項目名> 項目名のリンクをクリックしてモーダル ウィンドウに項目の説明
を表示します。

選択した項目のフィールドを対象の記入票にコピーする場合のルール

選択したコピー元の記入票の期間開始日および期間終了日がコピー先の記入票 (作業中の記入票) と同
じ場合、選択した項目の全てのフィールドが対象の記入票にコピーされ、表示されます。期間が一致しな
い場合、以下のフィールド以外の全てのフィールドが対象の記入票にコピーされ、表示されます。

• ステータス

• 達成率

• 開始日

• 終了日

• 期日

• 警告日

<セクション項目> の行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT6)
<セクション項目> の行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT6) を使用して、テキスト入力サブ項目または定
義済のサブ項目を評価記入票に追加します。



評価基準の修正 第9章

236 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

ナビゲーション

評価記入票のセクション項目の[行動の追加] リンクをクリックします。

画像: <セクション項目> の行動の追加ページ

次の例では、<セクション項目> の行動の追加ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、テキスト入力サブ項目または定義済のサブ項目 (行動) を対応するセクション項
目に追加します。

<セクション項目> の行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT7)
<セクション項目> 行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT7) を使用して、システムであらかじめ定義されて
いるサブ項目を検索して追加します。
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ナビゲーション

<セクション項目> 行動の追加ページで定義済のサブ項目を選択して追加し、[次] ボタンをクリックしま
す。

画像: <セクション項目> の行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT7)

次の例では、<セクション項目> の行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT7) のフィールドおよびコントロール
を説明します。

このページの動作は、"定義済の <セクション項目> を追加" ページと同じです。

<セクション項目> の行動の追加または <セクション項目> の行動の編集ページ
<セクション項目> の行動の追加ページまたは <セクション項目> の行動の編集ページ
(EP_APPR_EDIT8) を使用してテキスト入力サブ項目を評価記入票に追加するか、既存のテキスト入力
サブ項目または定義済のサブ項目を修正します。
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ナビゲーション

• <セクション項目> の行動の追加ページで独自のサブ項目 (自由形式) を追加するために選択
し、[次] ボタンをクリックします。

• 記入票で更新するサブ項目の [詳細の編集] アイコンをクリックします。

画像: <セクション項目> の行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT8)

次の例では、<セクション項目> の行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT8) のフィールドおよびコントロール
を説明します。

画像: <セクション項目> の行動の編集ページ

次の例では、<セクション項目> の行動の編集ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

これらページを使用して、評価記入票へのテキスト入力サブ項目の追加や、既存のサブ項目の修正を行
います。[更新] ボタンをクリックして変更を保存します。
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第10章

評価での期間途中の進捗の追跡

期間途中のチェックポイントについて

管理者と従業員がパフォーマンス評価期間中に従業員の進捗をより密接に追跡し、フィードバックや指導
を行えるようにするために、ePerformance には進捗追跡機能が導入されています。この機能を記入票テ
ンプレート レベルで有効にすると、人事部門担当者は、管理者と従業員が評価に関するコメントを入力で
きるチェックポイントをパフォーマンス評価期間全体にわたって定義できます。チェックポイントが進行中
の間、管理者と従業員は互いにコメントを共有したり、必要な場合は共有を止めたりすることができます。
完了したチェックポイントで交換された情報は、従業員が自己評価を行うときや、管理者が従業員の評
価を準備するときなどの将来の参考のためにシステムに保存されます。最後のステップである評価要素
の確定が完了すると、記入票に記入されているコメントが従業員評価と管理者評価にコピーされるため、
管理者と従業員は、パフォーマンス評価や評価の最終決定を行うときにチェックポイント情報を容易に参
照できます。

進捗追跡ステップの動作は、記入票テンプレート レベルで設定されます。そこから、人事部門担当者は
以下を指定します。

• チェックポイントを更新できるユーザーのロール。

• このステップに含めるチェックポイントの数。

• 評価要素の確定ステップを完了できるユーザーのロール。

• 管理者と従業員によって入力されたコメントを、それぞれ管理者評価と従業員評価に追加する必要
があるかどうか。

HCM 9.2 の ePerformance の新機能

進捗追跡プロセスの概要

進捗追跡プロセスには、チェックポイント ステップと評価要素の確定ステップの 2 つのステップがあります。

http://docs.oracle.com/cd/E57309_01/PSFT_ePerform/psft_eperformance.html
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次の図は、進捗追跡プロセス フローに関連するステップを示しています。

画像: 進捗追跡プロセス フロー

進捗追跡プロセス フローに関連するステップ

チェックポイント ステップ中に、従業員は記入票の評価要素を更新し、現在までの自分のパフォーマンス
に関するコメント (たとえば、目標に対する進捗の最新情報など) を追加して、その情報を管理者と共有し
ます。従業員からのコンテンツの共有に関する通知を受け取ると、管理者はその従業員のフィードバック
を確認し、コメントを追加して、その情報を従業員と共有します。確認フェーズ中に、各担当者は追加の更
新を行ったり、必要に応じてコンテンツの共有を止めたりすることができます。管理者は従業員との面接
(電話、ミーティング) を実施して、会社のポリシーに基づいてパフォーマンスについて話し合うことができま
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す。これが完了したら、管理者はチェックポイントを完了としてマークします。記入票テンプレートに指定さ
れている進捗チェックポイントの数に基づいて、管理者と従業員はチェックポイントの確認サイクルを繰
り返し、管理者は必要に応じてチェックポイントをスキップすることを選択できます。評価プロセス中に期
間途中のチェックポイントを含める一般的な設定シナリオでは、1 年のパフォーマンス期間の途中に 1 つ
のチェックポイントを指定したり、パフォーマンス期間中の四半期ごとに 1 つのチェックポイントを指定し
たりします。ただし、システムでサポートされているパフォーマンス期間中の最大チェックポイント数は 11
です。全てのチェックポイントが完了またはスキップされると、評価要素の確定ステップに移ります。

評価要素の確定ステップ中に、管理者と従業員は、実際の評価を開始する前に評価プロセスで使用す
る評価要素を最終決定します。このステップにより、個々の評価を作成する前に、共有される記入票が最
新であることを確認できます。評価が作成された後は、項目の変更 (追加、更新または削除) は他の評価
に反映されません。このステップは、従業員と管理者が評価ステップを開始する前 (従業員の場合は自
己評価の入力、管理者の場合は管理者評価の入力)、または評価者が従業員へのフィードバックを入力す
る前に完了する必要があります。管理者と従業員が追加の更新を行うために、これを再オープンすること
もできます。

進捗追跡プロセスで現在進行中の記入票には、記入票ステータス進捗追跡 - チェックポイントまたは進捗
追跡 - 評価要素の確定が割り当てられます。記入票ステータス情報は記入票の検索ページに表示され、
管理者と人事部門担当者が、それぞれ [管理者セルフサービス] メニューと [人材開発] メニューの下に
表示される記入票の検索結果を絞り込むためのフィルタとして使用できます。進捗追跡記入票ステータス
の記入票が再オープンされると、そのヘッダーにステータスとして進行中と表示されます。

パフォーマンス カレンダーを使用した期日の設定

進捗追跡ステップの導入により、人事部門担当者は従業員の進捗を監視するために 1 つ以上のチェッ
クポイントを追加できるようになり、それによって評価プロセス内により多くの期日が発生します。人事部
門担当者による期日の設定を簡素化するために、ePerformance にはパフォーマンス カレンダー コンポー
ネントがあります。ここでは、人事部門担当者は各ステップに対して定義する必要のある期日を、カレン
ダー内の実際の日付で指定できます。

人事部門担当者は、テンプレートから作成された記入票の期日を決定するために、パフォーマンス カレン
ダーまたはテンプレート設定 (ここでは、期日は評価期間終了日の前後の日数として設定します) のいずれ
の方法を使用するかを記入票テンプレート レベルで決定できます。

「パフォーマンス カレンダーの定義」を参照してください。

Outlook タスク

詳細については、「ePerformance とのデスクトップ インテグレーションについて」を参照してください。

通知

人事部門担当者は、進捗追跡ステップで次のイベントが発生したときに電子メール通知が送信されるよ
うに設定できます。

• コメントが共有されたとき。

• チェックポイントが完了またはスキップされたとき。



評価での期間途中の進捗の追跡 第10章

242 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

• 評価要素の確定ステップが再オープンされたとき。

• 評価要素の確定ステップが完了したとき。

「システム設定の定義」を参照してください。

事前設定
進捗追跡ステップを開始する前に、次のことを確認してください。

• 記入票テンプレートで進捗追跡ステップが有効になっており、設定されていること。

• 作成される記入票で、評価要素の定義ステップが既に完了していること (記入票テンプレートで評価
要素の定義ステップが有効になっている場合)。

期間途中の進捗の追跡

このトピックでは、記入票の期間途中の進捗を追跡する方法について説明します。

期間途中の進捗の追跡に使用するページ
ページ名 定義名 用途

チェックポイント <#> ページ ページ

EP_APPR_BASE1

パフォーマンス記入票やキャリア開
発記入票のチェックポイント進捗を
追跡します。

評価要素の確定ページ EP_APPR_BASE1 パフォーマンス記入票やキャリア開
発記入票の評価基準を確定しま
す。

チェックポイント <#> ページ
チェックポイント <#> ページ (EP_APPR_BASE1) を使用して、パフォーマンス記入票またはキャリア開発
記入票のチェックポイント進捗を追跡します。



第10章 評価での期間途中の進捗の追跡

Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 243

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分の記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のキャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

記入票ステータスが進捗追跡 - チェックポイント <#> である記入票を開きます。

画像: チェックポイント <#> ページ

次の例では、チェックポイント <#> ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

チェックポイントは、複数ある場合、チェックポイント 1、チェックポイント 2 などの名前になります。

チェックポイントのスキップ クリックすると、このチェックポイントがスキップされ、承認形態
内の、次に使用可能なステップに移動します。

[従業員と共有] または [管理者と共
有]

クリックすると、自分のコメントが、自分が管理者ロールの場合
は従業員と共有され、自分が従業員ロールの場合は管理者と
共有されます。このボタンのラベルは、自分のユーザー ロールに
基づいて変化します。

システムによって、コメントの確認を依頼する他の関係者宛に
電子メールが送信されます。このボタンをクリックして共有を確
認すると、承認形態が、現在ページを表示しているユーザーの
ロールに応じて、次のステップである、従業員との確認 か 管理者
コメントの確認 (または、場合によっては 管理者との確認) に移動
します。[ページ タイトルの連結] オプションが有効化されている
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場合は、ページ タイトルに、更新されたアクションが表示されま
す。

共有の停止 クリックすると、他の関係者とのコメントの共有が停止されま
す。

このボタンは、管理者が現在従業員とコメントを共有している
か、従業員が現在管理者とコメントを共有している場合に表示
されます。

チェックポイントの完了 クリックすると、チェックポイントが完了します。

通常、管理者が従業員と面接し、承認形態を通過した後、
チェックポイントのステップを完了としてマークできます。

従業員の進捗状況を追跡するために、システムによって許可されるセクションおよび項目にコメントを入
力します。従業員コメントや管理者コメントを入力したり、項目を追加、削除および編集するためのオプ
ションは、評価要素の定義フェーズで使用できるものとほとんど同じです。これらは記入票に関連付けら
れたテンプレートによって制御されます。

評価要素の確定ページ
評価要素の確定 <#> ページ (EP_APPR_BASE1) を使用して、パフォーマンス記入票またはキャリア開発
記入票の評価基準を確定します。
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ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分の記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のキャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

記入票ステータスが進捗追跡 - 評価要素の確定である記入票を開きます。

画像: 評価要素の確定ページ

次の例では、評価要素の確定ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このステップでは、実際の評価プロセスで使用する評価要素を確定し、進捗追跡のビジネス プロセス全
体を完了できます。必要に応じて、評価要素の定義ステップと同じ方法で、評価基準に変更を加えます。

保存 クリックすると、評価要素の確定ステップで加えた変更が保存
されます。

[従業員と共有] または [管理者と共
有]

クリックすると、評価要素記入票が従業員 (現在のユーザーが
管理者である場合) か、または管理者 (現在のユーザーが従業
員である場合) と共有されます。

完了 クリックすると、全ての評価要素が更新されて確定した後、この
ステップが完了し、承認形態内の、次のステップに移動します。
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評価要素の確定ステップの再オープン

完了した評価要素の確定ステップを必要に応じて再オープンできます。その場合は、ステップとタスク
ページレットの評価要素の確定ステップの下に表示される [再オープン] リンクをクリックし、アクションを
確認します。次に、記入票の [再オープン] ボタンをクリックして、アクションを再度確認します。

関連リンク
評価要素の定義ページ
<セクション項目> の追加ページ
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第11章

多面評価の評価者指名と追跡

指名と追跡プロセスについて

このセクションでは、指名と追跡プロセスの概要について説明し、事前設定を示します。

指名と追跡プロセスの概要
このトピックでは、次の項目について説明します。

• 多面評価プロセス。

• 指名。

• 多面評価。

• 通知。

多面評価プロセス

多面評価プロセスでは、管理者と自己評価をする従業員以外の評価者が、従業員を対象とするパフォー
マンス記入票またはキャリア開発記入票に評価を直接記入できます。こうした管理者と従業員以外のそ
の他の評価者ロールには、同僚、メンター、顧客、および他の管理者が含まれます。
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記入票テンプレートで、ロールを選択し、各ロールの機能を指定します。記入票テンプレートでオプションを
選択し、管理者と従業員が指名管理プロセスにどのようにかかわるかも制御できます。

画像: 管理者と自己評価をする従業員以外の評価者が、従業員を対象とするパフォーマンス記入票また
はキャリア開発記入票に評価を直接記入できる多面評価プロセスの図。

次の図は、多面評価プロセスのステップを示しています。

多面評価プロセスは、評価要素の定義ステップが開始された後にいつでも開始できます。

多面評価に関連して管理者と従業員が実行できるアクションは、テンプレート定義 - 処理ページの [評価
者の指名] と [評価者評価の確認] ページ領域で定義します。以下のアクションが含まれます。
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• 評価者の指名。

該当ロールに対して [更新者] チェック ボックスがオンの場合、管理者と従業員の両者が評価者を
指名できますが、指名を承認して送信できるのは [送信者] フィールドで選択されているロールだけで
す。

指名を送信するには、事前に評価要素の定義ステップ (評価要素の定義ビジネス プロセスが有効
な場合) および評価要素の確定ステップ (進捗追跡ビジネス プロセスが有効な場合) が既に完了し
ている必要があります。

• 指名ステータスの追跡と指名のキャンセル。

追跡者は、指名が長期間にわたって保留されている場合、その指名をキャンセルできます。追跡者
は、キャンセルされた指名を再送信できます。

• 評価者評価の確認。

このステップには、評価者評価の追跡および評価者評価内容へのアクセスという 2 つの機能が含ま
れています。この 2 つの機能は、記入票テンプレートのテンプレート定義 - 処理ページで個別に設定し
ます。

ロールに対して [アクセス] チェック ボックスがオンになっている場合は、評価者と記入票ステータス
のリストを表示できます。ロールに対して [確認] チェック ボックスもオンになっている場合は、評価者
評価へのアクティブ リンクを使用して、評価自体を開いて表示することができます。

注: 記入票を開くことができるユーザーは、記入票の期日を変更したり、記入票を差し戻すことができ
ます。どちらのアクションも、実行された場合は、関連する評価者に通知が送信されます。

記入票テンプレートで制御されている指名プロセスのオプション機能を使用すると、次の処理が可能に
なります。

• 評価者の最小必要人数と最大必要人数を設定できます。

• 指名を追跡する機能で被指名者を匿名に設定できます。

• 管理者または従業員、あるいは両者に対して、評価者評価を匿名に設定できます。

指名

評価者の最小必要人数が指名され、評価要素の定義ステップ (評価要素の定義ビジネス プロセスが
有効な場合) および評価要素の確定ステップ (進捗追跡ビジネス プロセスが有効な場合) が完了するま
で、指名は送信されません。指名が送信されると、指名のステータスは保留になります。

被指名者は評価リクエストを表示して、指名を受諾するか拒否することができます。被指名者が指名を
受諾した場合、指名ステータスは受諾となり、その被指名者用に記入票が作成されます。

多面評価

指名を受諾した被指名者は、評価者となります。被指名者が指名を受諾すると、記入票テンプレートで評
価者のロールに対して指定された内容と機能を含む記入票が、各評価者用に作成されます。
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通知

人事部門担当者は、評価者の指名ステップで指名が送信、受諾、拒否またはキャンセルされたときに電
子メール通知が送信されるように設定できます。

「システム設定の定義」を参照してください。

関連リンク
評価リクエストの管理
評価者評価のモニターと表示
記入票データの入力について

事前設定
管理者と自己評価を行う従業員以外の人をパフォーマンス記入票やキャリア開発記入票の評価者とし
て指名する前に、以下の作業が必要になります。

1. 多面評価プロセスで使用する全ての評価者ロールを定義します。

2. 多面評価用の記入票テンプレートを定義します。

3. 記入票テンプレートから記入票を作成します。

4. 評価要素の定義ステップ (有効な場合) または評価要素の確定ステップ (有効な場合) を開始また
は完了します。

関連リンク
記入票テンプレートの作成

指名の管理

このトピックでは、記入票で評価者を指名する方法について説明します。

評価者の指名に使用するページ
ページ名 定義名 用途

評価者の指名 - 被指名者の追加ページ EP_APPR_NOM_BUILD 多面評価用の評価者を指名します。

評価者の指名 - 指名状況の追跡ページ EP_APPR_NOM_TRACK 送信済の指名のステータスを追跡します。

Person Search PageApplication Fundamentals HR_PSS_SEARCH 評価者の候補を検索して、指名リストに追加
します。
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評価者の指名 - 被指名者の追加ページ
評価者の指名ページ (EP_APPR_NOM_BUILD) を使用して、多面評価用の評価者を指名します。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分の記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のキャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

記入票を開きます。ステップとタスク ページレットで、[被指名者の追加] リンクをクリックします。

画像: 評価者の指名 - 被指名者の追加ページ

次の例では、評価者の指名 - 被指名者の追加ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使うと、ロールごとに必要な評価者数と選択した被指名者のリストを表示し、評価リクエスト
を被指名者に送信できます。

保存 このボタンをクリックすると、評価者リストを保存できます。

指名の送信 このボタンをクリックすると、評価者リストを保存して、被指名者
に指名を送信できます。このボタンは、記入票テンプレートで指
名の送信者として指定されているロールに対して、前の全ての
ステップが完了している場合に表示されます。送信された指名
は、被指名者の未処理の評価リクエスト ページに表示されま
す。

「未処理の評価リクエスト ページ」を参照してください。
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指名

このセクションには、ユーザーによって追加され、まだ送信されていない被指名者が一覧表示されます。

 削除
[削除] アイコンをクリックして、指名リストから評価者を削除しま
す。このアクションは、指名リストがまだ送信されていない場合
にのみ実行できます。

<ロール> 追加 このリンクをクリックして、個人検索ページ (HR_PSS_SEARCH)
にアクセスし、指名対象として該当ロールの人を検索しま
す。[<ロール> 追加] リンクは、記入票テンプレートで定義した各
評価者ロールごとにそれぞれ表示されます。

評価者の追加が終了したら、必ずリストを保存してください。

評価者ロール サマリ

各評価者ロールの指名ステータスのサマリがロール別の評価者リストの前に表示されます。このサマリに
は、評価者の指名を完了する前に送信して受諾を受ける必要がある、残りの必須および最大の評価者
数が表示されます。

たとえば、記入票テンプレートでは、次のような指名要件を指定します。

ロール 最小必須 最大可能

その他 0 3

同僚 1 3

その他ロールの指名が 1 つ、同僚ロールの指名が 3 つ送信され、同僚の指名のうち 1 つが受諾され、1 つ
が拒否された場合、ロールのサマリは次のように表示されます。

ロール 最小必須 最大可能

その他 0 2

同僚 0 1

評価者の指名 - 指名状況の追跡ページ
評価者の指名 - 指名状況の追跡ページ (EP_APPR_NOM_TRACK) を使用して、送信した指名のステー
タスを追跡します。
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ナビゲーション

パフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票のステップとタスク ページレットで、[指名状況の追跡]
リンクをクリックします。

画像: 評価者の指名 - 指名状況の追跡ページ

次の例では、評価者の指名 - 指名状況の追跡ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

指名

このスクロール領域を使用して、各被指名者の指名ステータスをロール別に確認します。ロールに対して
[匿名] チェック ボックスがオンになっている場合、被指名者はロールと番号で識別されます。このチェッ
ク ボックスがオンになっていない場合は、被指名者の名前が表示されます。被指名者がリクエストを受
諾した場合、ステータスは受諾として表示されます。

キャンセル このリンクをクリックして、指名リクエストをキャンセルします。指
名ステータスはキャンセルに変更されます。

再送信 このリンクをクリックして、指名リクエストを再送信します。このリ
ンクは、以前にキャンセルした指名に対して表示されます。

拒否 このボタンをクリックして、指名を拒否した被指名者のコメントを
表示します。このボタンは、評価リクエストが拒否された場合に
表示されます。

評価リクエストの管理

このトピックでは、評価リクエストの管理方法について説明します。
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評価リクエストの管理に使用するページ
ページ名 定義名 用途

未処理の評価リクエスト ページ EP_NOM_PENDING_
OTH

他者のパフォーマンス記入票またはキャリア
開発記入票の評価リクエストに回答します。

評価リクエストの指名の拒否ページ EP_DECLINE_CONFIRM 指名を拒否する理由を入力します。

最新の記入票 (他者の記入票) ページ EP_APPR_OTH_SELECT 自分が実行する、部下以外の従業員の評価
のリストを表示します。

未処理の評価リクエスト ページ
未処理の評価リクエスト ページ (EP_NOM_PENDING_OTH) を使用して、他者のパフォーマンス記入票
またはキャリア開発記入票の評価リクエストに回答します。

ナビゲーション

[セルフサービス], [パフォーマンス管理], [他者の記入票], [未処理の評価リクエスト], [未処理の評価リク
エスト]

[セルフサービス], [パフォーマンス管理], [他者のキャリア開発記入票], [未処理の評価リクエスト], [未処
理の評価リクエスト]

画像: 未処理の評価リクエスト ページ

次の例では、未処理の評価リクエスト ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

受諾 このボタンをクリックして、選択した評価リクエストを受諾しま
す。

このアクションにより、指名のステータスが受諾に変わります。記
入票が作成され、他者の記入票 - 最新の記入票のリストに追
加され、ユーザーはこのページに移動します。また、指名者に通
知が送信されます。
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拒否 このボタンをクリックして、選択した評価リクエストを拒否しま
す。

このアクションにより、評価リクエストの拒否の確認ページが表
示されます。このページを使用して、指名を拒否する理由を入力
します。指名ステータスは拒否に変わり、指名者に通知が送信さ
れます。

最新の記入票 (他者の記入票) ページ
最新の記入票 (他者の記入票) ページ (EP_APPR_OTH_SELECT) を使用して、自分が実行する、部下
以外の従業員の評価のリストを表示します。

ナビゲーション

• 未処理の評価リクエスト ページで 1 つ以上の評価を選択して、[受諾] ボタンをクリックします。

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [他者の記入票], [最新の記入票], [最新の記入票 (他者の
記入票)]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [他者のキャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新の記
入票 (他者の記入票)]

画像: 最新の記入票 (他者の記入票) ページ

次の例では、最新の記入票 (他者の記入票) ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

1 つ以上の評価を受諾した後にこのページにアクセスすると、ページのタイトルの下に、"選択した評価は正
常に承認されました" というメッセージが表示されます。

[従業員] リンクをクリックして、その従業員の評価にアクセスします。

評価者評価のモニターと表示

このトピックでは、評価者評価のステータスのモニター方法と、評価者評価の内容の表示方法を説明しま
す。



多面評価の評価者指名と追跡 第11章

256 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

評価者評価のモニターと表示に使用するページ
ページ名 定義名 用途

評価者の記入内容ページ EP_APPR_PARTIC_V2 多面評価のステータスを追跡し、評価者評価の内容を表示し
ます。

評価者の記入内容ページ
評価者の記入内容ページ (EP_APPR_PARTIC_V2) を使用して、多面評価のステータスを追跡し、評価
者評価の内容を表示します。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分の記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のキャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

記入票ステータスが評価進行中の記入票を開きます。ステップとタスク ページレットの評価者の記入内容
の確認で、[表示] リンクをクリックします。

画像: 評価者の記入内容ページ

次の例では、評価者の記入内容ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページは、記入票テンプレートで評価者フィードバックの確認が可能と指定されたロールのみが表示
できます。

注: 記入票テンプレートで [匿名 - 管理者] チェック ボックスがオンになっている場合、同僚 1、同僚 2 な
どのように、評価者はロールで表示されます。[匿名 - 管理者] のチェック ボックスがオフの場合は、評価
者の名前が表示されます。
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評価者 クリックすると、評価者が入力した評価が表示されます。
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第12章

記入票のコメントと評価レベルの入力

記入票データの入力について

このトピックでは、次について説明します。

• パフォーマンスとキャリア開発のプロセス。

• 暫定評価。

• 評価メモ。

• 評価レベルとコメント。

• 支援ツール。

• 最終決定アクティビティ。

• 期日の設定。

• Outlook タスク。

• 通知。

パフォーマンスとキャリア開発のプロセス

ePerformance では、プランニングから評価まで、パフォーマンスとキャリア開発の全てのプロセスがサポー
トされています。全プロセスを導入することも、一部を導入することも可能です。このトピックでは、評価者
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が評価基準に対して従業員のパフォーマンスまたはキャリア開発上のニーズを評価するプロセスについ
て説明します。

画像: この図は、従業員の自己評価、管理者評価、多面評価における記入票データの入力プロセスを示
しています

次の図は、記入票データの入力プロセスの流れを示しています。この図を使用して、計画から評価までの
全てのオプションを導入したことを確認できます。

評価が進行中である場合、次のタスクは複数の評価者によって同時に実行されます。

• 従業員は自己評価を入力します。

• (省略可) 評価プロセスへの関与について同意した評価者は、従業員に関するフィードバックを入力し
ます。

• 管理者は、従業員の管理者評価を作成しながら、従業員の自己評価と他の評価者からのフィード
バック (使用可能な場合) を確認します。

従業員がコメントを追加または更新したり、事前定義された評価要素について自分の評価レベルを選択
したりして自己評価を完了すると、評価が管理者に送信されます。この時点では、従業員と管理者の両
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方が、評価に関与する組織内の個人を指名できます。(テンプレートでの設定に従って) 管理者または従
業員がリクエストを送信すると、被指名者は [セルフサービス] メニューの未処理の評価リクエスト ページ
でエントリを受け取り、評価に関与するには、そのリクエストを受諾する必要があります。

管理者は、従業員に対するコメントと評価レベルを追加する前に、その従業員と他の評価者からの評価
やチェックポイントからの情報を確認して、従業員のパフォーマンスに関する情報を収集します。管理者
は、さまざまなソース (評価者、メモ、ヒント、コメント アシスタントなど) からのコンテンツを管理者評価にコ
ピーし、全てのセクションで従業員を評価し、評価の総合評価と評価レベルを入力して、それを従業員と
共有します。

記入票テンプレートで選択した評価プロセスによっては、管理者評価ステップで承認および評価プロセス
を追跡するために、追加のアクション リンクを使用できます。

「評価面接および承認プロセスについて」を参照してください。

暫定評価

従業員の暫定評価を入力できるのは、管理者のみです。暫定評価は、管理者記入票に公式な評価レベ
ルを入力する前に入力し、管理者記入票ではなく暫定評価の入力ページを使用して入力します。このた
め、管理者は記入票が作成された後、記入票のステータスが "評価要素の定義"、"進捗追跡"、"評価進
行中" のいずれであっても、いつでも暫定評価を入力できます。

暫定評価は、評価分布表の作成に使用されます。この表により、管理者と人事部門担当者は、暫定評価
レベルと基準評価レベルや実際の評価レベルとを比較できます。従業員は暫定評価を表示できません。

暫定評価機能を使用するには、記入票テンプレートの総合評価セクションの [暫定評価] チェック ボック
スをオンにします。

「暫定評価の記録」を参照してください。

評価メモ

管理者と従業員は、従業員のパフォーマンスと達成項目についての評価メモを次の 2 つの方法で記録
することができます。

• 評価要素の定義ステップ、チェックポイント ステップ、および評価要素の確定ステップ中。

記入票テンプレートで 1 つ以上のプロセスが有効になっている場合、これらのプロセス中に [メモの
追加] リンクがセクションまたは項目に表示されます。これらのステップで追加された評価メモは、該
当するセクションおよび項目と直接リンクしています。

• 評価メモ ページにアクセスして記録する (いつでも可能)。

従業員は、イベント、活動内容、達成項目などを記録し、後で記入票を記入するときに使用できます。
同様に、管理者は従業員のパフォーマンスの詳細を記録して、管理者評価を記入するときに使用で
きます。これらの評価メモには日付が付され、そのメモの記入者のみが使用できます。つまり、管理者
は従業員が入力した評価メモを表示できず、従業員は管理者が入力した評価メモを表示できませ
ん。
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ePerformance では、Microsoft Outlook との統合がサポートされているため、電子メール内容を評価メモと
してシステムに挿入できます。有効になっている場合、管理者と従業員は、PeopleSoft デスクトップ イン
テグレーション アドオンを使用して、自分の Outlook アプリケーションから電子メール メッセージの内容を
評価メモとしてシステムに直接追加できます。詳細については、「ePerformance とのデスクトップ インテ
グレーションについて」を参照してください。

注: パフォーマンス評価用のメモ ページとは別に、キャリア開発用のメモ ページが用意されているわけで
はありません。評価メモ ページを使用して、全てのコメントを記録します。これらのメモは、パフォーマンス
記入票またはキャリア開発記入票のいずれかに含めることができます。評価メモ ページにアクセスする
ためのメニューは、[パフォーマンス管理] メニューの直下にあります。サブメニューの [記入票] と [キャリア
開発記入票] の下にはありません。
ePerformance ノートパッド キー構造に項目 ID を追加することにより、評価要素の設定 (記入票) にメモを
項目レベルで追加および保存して、コメント ツールを使用してコメントを評価に追加するときにそれらのメ
モを項目レベルで取得できます。

「評価メモの入力」および「ePerformance とのデスクトップ インテグレーションについて」を参照してくださ
い。

評価レベルとコメント

記入票テンプレートを設定して、従業員、管理者、他の評価者といったロール向けにそれぞれ記入票を構
成し、ロールごとに評価が必要なセクション、項目、機能だけを記入票に含めることができます。たとえば、
プロジェクト評価のために、管理者と従業員の記入票に目標、イニシアティブ、コンピテンシー、および総
合評価のセクションを含め、管理者と従業員がこの全セクションについて評価レベルとコメントを入力で
きるようにします。一方、他の評価者の記入票にはコンピテンシーと総合評価のセクションのみを含めま
す。

従業員を評価するために、評価者は記入期間中いつでも、テンプレートで指定されている評価レベルとコ
メントを入力および更新することができます。評価情報は、テンプレートでの構成に従って、評価者が評価
を完了した後に管理者評価に表示されます。

注: 管理者は、セクションや項目にコメントを記入した場合、それらのセクションや項目に対して他の評価
者が入力したコメントがあれば、自分の記入票に含めることができます。

「記入票の更新」を参照してください。

支援ツール

記入票テンプレートで各評価者ロールに対して指定された機能に応じて、評価者は育成のためのヒントま
たはコメント アシスタントにアクセスすることができます。これらのツールを使用すると、修正候補のテキス
トをコメントに組み込むことができます。これらのツールが実際に最もよく使用されるのは、管理者がフィー
ドバックをまとめて記入票を最終決定するときです。

「コメント ツールの使い方」を参照してください。
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最終決定アクティビティ

他の全ての記入者による評価が完了した後で、管理者はそれらのフィードバックと評価レベルを管理者
評価にまとめます。管理者は、従業員との面接を実施し (面接プロセスが必要な場合)、承認のために評
価を送信します (承認プロセスが必要な場合)。

「評価面接の実施」を参照してください。

期日の設定

ePerformance では、記入票で使用されるさまざまな期日を 2 つの方法で設定できます。テンプレート レベ
ルで、人事部門担当者は次のものを選択できます。

• パフォーマンス カレンダー。実際の期日はパフォーマンス カレンダー コンポーネントで指定されます。

パフォーマンス カレンダーの詳細については、「パフォーマンス カレンダーの定義」を参照してくださ
い。

• テンプレート設定。期日は、評価期間終了日の前または後の日数で設定されます

Outlook タスク

詳細については、「ePerformance とのデスクトップ インテグレーションについて」を参照してください。

通知

人事部門担当者は、評価の進行中に次のイベントが発生した場合に電子メール通知が送信されるよう
に設定できます。

• (管理者、従業員または他の評価者による) 評価が完了したとき。

• 評価が修正のために戻されたとき。

• 評価コメントが共有されたとき。

• 受諾リクエストが送信または付与されたとき。

• 評価がキャンセルされたとき。

関連リンク
記入票テンプレートの作成
評価基準の修正について

暫定評価の記録

このトピックでは、暫定評価の入力方法について説明します。
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暫定評価の入力に使用するページ
ページ名 定義名 用途

暫定評価の入力ページ EP_APPR_PRELIM 暫定評価の入力対象となる 1 人以上の従業員を選択しま
す。

暫定評価の入力ページ
暫定評価の入力ページ (EP_APPR_PRELIM) を使用して、暫定評価の入力対象となる 1 人以上の従業
員を選択します。

ナビゲーション

[管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [暫定評価の入力], [暫定評価
の入力]

画像: 暫定評価の入力ページ

次の例では、暫定評価の入力ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

暫定評価 暫定評価を入力します。選択する評価レベルのリストは、記入
票の [総合評価]セクションに関連付けられている評価モデル
で指定されています。

関連リンク
Defining Rating ModelsPeopleSoft Human Resources Manage Profiles

評価メモの入力

このトピックでは、記入票で評価メモを入力する方法について説明します。
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評価メモの入力に使用するページ
ページ名 定義名 用途

評価メモ ページ HR_NP_NOTE_SRCH 評価メモの検索と入力を行います。

評価メモ - メモの追加/更新ページ HR_NP_NOTE 新しい評価メモを入力します。このページを使って、
既存の評価メモを表示および修正することもできま
す。

評価メモ - 削除の確認ページ HR_NP_MESSAGE 評価メモの削除を確認します。

ノートパッドで、メモに関連付けられている項目を削
除しても、そのメモは実際にはノートパッドから削除
されません。ただし、記入票に項目が存在しないた
め、メモはその項目と関連付けられなくなります。

Person Search PageApplication
Fundamentals

HR_PSS_SEARCH 評価メモの移管先の管理者を検索して、選択しま
す。

関連リンク
Configuring and Working with the HR NotepadApplication Fundamentals

評価メモ ページ
評価メモ ページ (HR_NP_NOTE_SRCH) を使用して評価メモの検索と入力を行います。
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ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [評価メモの入力], [評価メモ]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [評価メモ], [評価メモ]

画像: 評価メモ ページ

次の例では、評価メモ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

注: 管理者と従業員の評価メモ ページは、ほぼ同様に機能します。唯一の違いは、従業員の評価メモ
ページでは、従業員が評価メモを検索して自己のパフォーマンスについて入力し、管理者の評価メモ ペー
ジでは、管理者が他の従業員について評価メモを検索して入力します。

選択条件

特定の従業員の評価メモを追加または表示するには、ID を入力し、必要に応じて日付範囲を入力しま
す。日付を指定しない場合は、指定した従業員の評価メモが入力した日付にかかわらず全て [この従業
員の既存の評価メモ] グリッドに表示されます。

注: 従業員が表示できるのは自己の評価メモのみであるため、[ID] フィールドは管理者用のページでの
み表示されます。

検索 クリックすると、検索条件に一致した評価メモのリストが表示さ
れます。

新規ノートの追加 クリックすると、評価メモ - メモの追加/更新ページが表示され、
新規メモを作成できます。
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この従業員の既存の評価メモ

このセクションには、検索条件に一致した全ての評価メモが表示されます。

選択 削除または転送するメモと関連付けられているチェック ボック
スをオンにします。

件名 リンクをクリックして評価メモ - メモの追加/更新ページを表示
し、メモの詳細の表示や修正を行います。

削除 メモを削除するには、1 つ以上のメモを選択し、このボタンをク
リックします。

移管 別の管理者にメモを移管するには、1 つ以上のメモを選択し、こ
のボタンをクリックします。個人検索 - 単純ページでメモの受信
者を検索します。

評価メモ - メモの追加/更新ページ
評価メモ - メモの追加/更新ページ (HR_NP_NOTE) を使用して、新しい評価メモに入力します。このペー
ジを使って、既存の評価メモを表示および修正することもできます。

ナビゲーション

評価メモ ページで [新規ノートの追加] ボタンをクリックします。

画像: 評価メモ - メモの追加/更新ページ

次の例では、評価メモ - メモの追加/更新ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

注: 新しいメモの入力日は現在の日付になります。日付は変更できません。既存のメモを更新すると、[保
存] をクリックしたときに現在の日時が入力されます。
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件名 メモの件名を入力します。

メモ内容 メモのテキストを入力します。

Outlook からの評価メモの挿入
Outlook 内の電子メールから、評価メモを PeopleSoft システムに挿入するには、次の手順に従います。

1. Outlook で電子メールを開きます。PeopleSoft メニューで [動的表示] ボタンをクリックし、右の
PeopleSoft Enterprise ペインを開きます。

画像: 従業員が Outlook からの評価メモを追加

この例では、従業員が Outlook の電子メール メッセージから評価メモを追加するために使用するイン
ターフェイスを表示しています。

電子メール内容が右側にロードされます。[評価メモの追加] ボタンをクリックして電子メール内容を評
価メモとして挿入します。
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2. (管理者の場合) 右ペインから直属部下または他の従業員の評価メモを追加するかどうかを選択し
ます。

画像: 管理者が Outlook からの評価メモを追加

この例では、管理者が Outlook の電子メール メッセージから評価メモを追加するために使用するイン
ターフェイスを表示しています。

次に、評価メモを挿入する従業員の名前または従業員 ID で 1 人以上の従業員を検索します。以前
に追加した従業員を削除するには、グリッド内で従業員名を選択して [削除] ボタンをクリックします。

[評価メモの追加] ボタンをクリックして、選択した従業員の評価メモとして電子メール内容を挿入しま
す。

記入票の更新

このトピックでは、前提条件を示し、評価詳細の更新方法について説明します。

注: このセクションでは、かっこ内に文字が表記されているページ名またはフィールド名は、特定の状況に
応じた名称が表示されることを示します。

記入票の更新に使用するページ
ページ名 定義名 用途

<管理者または自己> 評価ページ EP_APPR_
MAIN1

ユーザー ロールに基づき、従業員の
評価データを入力および管理しま
す。
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ページ名 定義名 用途

同僚評価ページ EP_APPR_
MAIN1

別の従業員の評価フィードバックを
入力します。

<セクション項目> の追加ページ EP_APPR_
EDIT3

セクションに項目を追加します (目
標、コンピテンシー、責務など)。設
定すると、事前定義済の項目、自
由形式の項目、管理者記入票から
のコピー項目、自分の別の記入票、
およびビジネス目標ページからの
コピー項目を追加できます。

"定義済の <セクション項目> を追加" ページ EP_APPR_
EDIT4

セクションに、事前定義済の項目を
追加します。

「"独自の <セクション項目> を追加" または <セクション項目> の編
集ページ」または「<セクション項目> の編集ページ」

EP_APPR_M_
EDIT5

タイトル、説明、期日、難易度、担
当者、支援ツール、ステータス、警告
日、達成率、および重要項目である
ことを示すフラグなどの、項目の詳
細を更新します。

ビジネス目標からコピー ページ EP_APPR_
EDIT9

設定済のビジネス目標から、パ
フォーマンス記入票またはキャリア
開発記入票に目標をコピーします。

管理者記入票からコピー ページ EP_APPR_
EDIT9

管理者の記入票から、パフォーマン
ス記入票またはキャリア開発記入
票に、目標、責務、コンピテンシーお
よびその他の項目をコピーします。

記入票の選択ページ EP_APPR_SEL_
ADDITM

現在の記入票に項目をコピーでき
る記入票を選択します。

<セクション項目> を記入票からコピーまたは <セクション項目> を
チームの記入票からコピー ページ

EP_APPR_
EDIT9

前に選択した記入票から現在の記
入票に、1 つ以上の項目をコピーし
ます。

<セクション項目> の行動の追加ページ (EP_APPR_EDIT6) EP_APPR_
EDIT6

セクション項目に追加する行動を
選択するか、テキスト形式で行動を
入力します。

<セクション項目> の行動の追加または <セクション項目> の行動の
編集ページ

EP_APPR_M_
EDIT8

セクション項目に対する行動の説
明を編集します。

前提条件
評価要素の定義ステップと進捗追跡ステップ (記入票テンプレート レベルで有効化されている場合) が
完了したときに、記入票の評価フェーズ (その間に、管理者と従業員が、対応する評価にフィードバックを
入力します) が開始します。同僚として評価データを入力するには、評価者になるよう指名を受けて、受諾
する必要があります。
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関連リンク
評価基準の修正について
期間途中のチェックポイントについて
指名と追跡プロセスについて

評価者フィードバックを含む管理者評価記入票の印刷
承認形態の間に、従業員との確認の前に、管理者が評価記入票を印刷することがよくあります。記入票
に、管理者が評価者フィードバックを参照できるセクションが含まれている場合、管理者が記入票の [印
刷] アイコンをクリックすると、管理者が選択できる次の出力オプションが表示されます。

• 印刷する記入票から、評価者フィードバックを除外します (デフォルト値)。

• 記入票に評価者フィードバックを含めますが、評価者の名前は非表示にします。

評価者名は印刷される記入票ではマスクされます。

• 記入票に評価者フィードバックを含め、評価者の名前を表示します。

このオプションは、次の場合にのみ選択できます。

• 全てのユーザー ロールについて、テンプレート定義 - 処理ページの [評価者評価の確認] セクショ
ンで、[匿名 - 管理者] オプションが選択解除されています。

• 全てのユーザー ロールについて、テンプレート定義 - 処理ページで [MG 記入票に名前を表示] オ
プションが選択されて有効化されています。

従業員が評価記入票を印刷する場合、評価者フィードバックは表示されません。

評価者フィードバックを含む管理者評価記入票のエクスポート
管理者は、[エクスポート] オプションを使用して、Word またはリッチ テキストの形式で管理者記入票をダ
ウンロードできます。印刷機能と同様、管理者ロールに対してダウンロードされるコピーに評価者フィードバッ
クをどのように含めるかの判断に、テンプレート定義 - 処理ページの [評価者評価の確認] セクションで設
定した匿名と表示のオプションが使用されます。

管理者については、管理者がオンラインで管理者記入票の評価者名を参照することが承認されていな
い ([匿名 - 管理者] オプションが有効化されているか、[MG 記入票に名前を表示] オプションが無効化
されている) 場合、ダウンロードされるコピーにも、評価者の名前は表示されません。管理者の設定は人事
部門担当者にも適用されます。

従業員は、ダウンロードされるコピーで評価者フィードバックを参照することが承認されていません。

<管理者または自己> 評価ページ
管理者評価ページまたは自己評価ページ (EP_APPR_MAIN1) を使用して、ユーザー ロールに基づいて
従業員の評価データを入力および管理します。
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ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分の記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のキャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

記入票ステータスが評価進行中である評価対象の記入票を開きます。

画像: 管理者評価ページ (1/4)

次の例では、管理者評価ページ (1/4) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 管理者評価ページ (2/4)

次の例では、管理者評価ページ (2/4) のフィールドおよびコントロールを説明します。



第12章 記入票のコメントと評価レベルの入力

Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 273

画像: 管理者評価ページ (3/4)

次の例では、管理者評価ページ (3/4) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 管理者評価ページ (4/4)

次の例では、管理者評価ページ (4/4) のフィールドおよびコントロールを説明します。
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画像: 自己評価ページ

次の例では、自己評価ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

管理者評価での統合された評価者フィードバックの表示

注: 例として、管理者評価ページと自己評価ページがスクリーンショットに示されています。ページはタブ
付き形式で表示されます。

従業員評価については、このページは自己評価ページと名称変更されました。

記入票はセクションに分けられ、そのセクションごとに異なる内容が含まれます。セクションには、従業員
に対して評価する項目とサブ項目が含まれます。ミッション、目標、責務、コンピテンシー、キャリア サマリ、
ラーニング、従業員のコメント、管理者のコメント、署名、総合評価などのセクションや、ユーザーが定義す
る組織独自のセクションを含めることができます。

各ロール用の記入票には、ロールと評価対象者を識別するヘッダー情報が含まれます。ヘッダー情報には、
ロールに応じて変わる手順テキストも含まれます。手順のテキストは、PeopleSoft ePerformance-パフォーマ
ンス管理のシステム データですが、テキスト カタログを使って編集することができます。

Understanding PeopleSoft HCM Common ComponentsApplication Fundamentals を参照してください。

保存 クリックすると評価が保存され、後で同じ内容を表示できます。
入力された全ての評価レベルは、テンプレートのルールに従って
自動計算されてから、データベースに保存されます。

このボタンは、記入票ステータスが評価進行中のときに記入票
に表示されます。

承認者に送信 クリックすると、承認ルールに基づいて、設定されている承認担
当者に記入票が送信されます。

https://docs.oracle.com/cd/E60251_01/psft_displayin_mngr_ui.html
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このボタンは (、管理者評価において)、この記入票のテンプレー
トで選択された承認形態で承認が要求されている場合に使用
できます。

「提供される承認プロセス」も参照してください。

従業員と共有 クリックすると、評価面接と承認プロセスのルールに基づいて、
従業員による確認のために記入票が送信されます。

このボタンは (、管理者評価において)、この記入票のテンプレー
トで選択された承認形態で従業員評価が要求され、かつ、要求
される情報が全て入力されている場合に使用できます。

「提供される承認プロセス」も参照してください。

受諾のリクエスト クリックすると、従業員に対して、評価記入票に目を通し、管理
者と話し合ったことを受諾するように依頼するリクエストが送信
されます。

このボタンは (、管理者評価において)、この記入票のテンプレー
トで選択された承認形態で従業員評価が要求されている場合
に表示されます。

「提供される承認プロセス」も参照してください。

受諾の上書き クリックすると、従業員に送信された受諾リクエストがキャンセ
ルされます。従業員が使用不可であるか、または受諾を評価に
提供することを拒否したために管理者がこのステップをバイパ
スする必要がある場合に、このボタンを使用します。クリックする
と、評価が次のステップに移動し、記入票ステータスが承認済に
変更されます。

このボタンは (、管理者評価において)、この記入票のテンプレー
トで選択された承認形態で従業員評価が要求され、かつ、受諾
のリクエストが送信されている場合に表示されます。

「提供される承認プロセス」も参照してください。

受諾 クリックすると、従業員が評価記入票に目を通し、管理者と話し
合ったことが受諾されます。

このボタンは (、従業員自己評価において)、この記入票のテン
プレートで選択された承認形態で従業員評価が要求され、か
つ、受諾のリクエストが送信されている場合に表示されます。

「提供される承認プロセス」も参照してください。

完了 クリックすると、評価が完了します。
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評価が完了した後は、それ以上、管理者または従業員が行う
ePerformance に固有のアクションはありません。

「提供される承認プロセス」も参照してください。

キャンセル このボタンをクリックすると、記入票に行った変更がキャンセル
されます。

 印刷 [印刷] アイコンをクリックすると、記入票の印刷用バージョンが
表示されます。[印刷用の記入票を表示] をクリックすると、記入
票に一致する BI Publisher レポートが作成されます。レポートに
は、ラーニング セクション、電子署名セクション、従業員データ、
他の評価者およびオーディット履歴が含まれる場合があります。
ブラウザ メニューから [ファイル]、[印刷] の順にクリックして、記
入票を印刷します。電子署名セクションは、BI Publisher レポート
にのみ存在し、記入票には表示されません。

注: 記入票にアクセスするには、従業員か人事部門担当者であ
る必要があります。

評価者フィードバックを伴う管理者評価の印刷が処理される方
法の詳細については、「評価者フィードバックを含む管理者評価
記入票の印刷」トピックを参照してください。

 通知 [通知] アイコンをクリックして通知の送信ページにアクセスする
と、他の関係者に通知するための電子メール アドレスとメッセー
ジを入力できます。

 エクスポート 評価者フィードバックを伴う管理者評価のエクスポートが処理さ
れる方法の詳細については、「評価者フィードバックを含む管理
者評価記入票のエクスポート」トピックを参照してください。

 グラフィック評価の表示
[グラフィック評価の表示] アイコンをクリックすると、次のものが
表示されます。

• ヘッダー領域のアイコンをクリックすると、各セクション、項
目、およびサブ項目についての、ロールごとの平均評価レ
ポートが 360 度グラフィック ビューで表示されます。

• セクション内のアイコンをクリックすると、セクション項目に
ついての平均評価レポートが表示されます。

再オープン クリックすると、ステータスが評価進行中に変更されます。

このボタンは、記入票が評価進行中ステータスを通過し、かつ完
了していない場合に、管理者と人事部門担当者に表示されま
す。
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また、承認のために送信された記入票は、再オープンできませ
ん。

表現チェック クリックすると、表現チェック ツールが実行されます。このボタン
は、テンプレート定義 - 一般ページの [表現チェック使用] ボタン
が選択されている場合に使用できます。

表現チェック ツールを使うと、管理者記入票に使われているパ
フォーマンス評価の適切でない表現をチェックできます。不適切
な表現が見つかると、組織の方針を基準として、より適切である
単語や表現が修正候補として提示されます。

従業員データ

このセクションは従業員評価で使用でき、従業員 ID、部門 ID、会社での勤続年数、評価作成対象の職
務における勤続年数などの雇用情報が表示されます。このセクションの設定については、「テンプレート
定義 - 一般ページ」の「評価 - 評価記入票ヘッダー」のセクションを参照してください。

評価履歴 クリックして評価履歴ページ (EP_HDR_RATING_SEC) にアク
セスすると、その従業員に対する同じ記入票タイプの、過去の
全体的な評価情報が全て表示されます (ある場合)。

 記入票のキャンセル
[記入票のキャンセル] アイコンをクリックすると、現在の評価
が、評価進行中のステータスからキャンセルのステータスに移動し
ます。

プロファイル管理を更新するようにテンプレートが設定されてい
る場合は、管理者が記入票をキャンセルすると、プロファイル管
理ビジネス プロセスに既に送信された可能性のある従業員と
同僚の全ての記入票が削除されます。

従業員が自分の記入票をキャンセルする場合は、自分の記入
票のみがプロファイル管理ビジネス プロセスから削除されま
す。

セクション # - <セクション名>

セクションに表示されるフィールドや情報は、セクションのタイプ、セクションに関連付けられた制御オプ
ション、およびテンプレート定義 - 構成ページで選択されているパラメータによって異なります。また、テンプ
レート定義 - コンテンツ ページで入力されたデータや、任務プロファイル マネージャ (JPM) から取得され
たデータも表示される場合があります。場合によっては、このデータを編集できます。

注: このセクションに表示されるように設定できるフィールドの完全なリストを参照するには、「セクション
の定義」トピックを参照してください。

このトピックで示していないフィールドの追加説明については、「評価要素の定義ページ」を参照してくだ
さい。
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<セクション項目> の追加 新しいコンテンツ アイテムを追加する場合にクリックします。

[<セクション項目> の追加] リンクは、[セクション ロール] グリッ
ドの[項目] タブで [追加] チェック ボックスがオンになっている
場合に表示されます。

 詳細の編集 項目の詳細情報を編集する場合は、[詳細の編集] アイコンをク
リックします。該当セクションについて、[セクション ロール] グリッ
ドの [項目] タブで、ロールの [更新] チェック ボックスがオンの
場合に、記入票に表示されます。

「<セクション項目> の編集ページ」を参照してください。

 <項目> の削除 コンテンツ アイテムを削除する場合は、[<項目> の削除] アイコ
ンをクリックします。テンプレート定義 - コンテンツ ページの [必
須] チェック ボックスがオフの場合は、これを使用できます。

注: テンプレート定義の設定は、任務プロファイルの [必須]
フィールドの設定より優先されます。任務プロファイルの項目が
必須項目であっても、このチェック ボックスがオフの場合は、記
入票では必須項目として扱われません。

説明 [説明] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [説明]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。コンテンツ アイ
テム - アイテム詳細ページ ([HCM 基本設定], [製品/業務別定
義], [プロファイル管理], [コンテンツ カタログ], [コンテンツ アイ
テム], [アイテム詳細]) の JPM_TEXT1325_1 フィールドにデー
タが入力されている場合は、[説明] ラベルに内容が表示されま
す。

評価尺度 [評価尺度] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [評価
尺度] チェック ボックスがオンの場合に表示されます。コンテン
ツ アイテム - アイテム詳細ページ ([HCM 基本設定], [製品/業
務別定義], [プロファイル管理], [コンテンツ カタログ], [コンテ
ンツ アイテム], [アイテム詳細]) の JPM_TEXT1325_2 フィール
ドにデータが入力されている場合は、[評価尺度] ラベルに内容
が表示されます。

評価尺度には、このコンテンツ アイテムに対する従業員の達成
度を測る基準が記述されます。

たとえば、目標が "顧客の苦情件数を 5% 削減" である場合、
評価尺度は "12 月 31 日までにカスタマ サポートに寄せられた
苦情件数 (対前年比)" というようになります。テキスト入力の項
目の場合は、必要に応じて内容を変更できます。

<項目> - リンク先 [<項目> - リンク先] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの
[リンク先] チェック ボックスがオンの場合に表示されます。テン
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プレート定義 - 構成ページの [リンク先] フィールドにセクション
が指定され、テンプレート定義 - コンテンツ ページの [リンク先]
フィールドにコンテンツ アイテムが指定されている場合は、[<項
目> - リンク先] ラベルに内容が表示されます。

このフィールドは、目標に対してイニシアティブを関連付けたり、
コンピテンシーに対して責務、イニシアティブ、または目標を関
連付けたりするために使用されます。

担当者 [担当者] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [担当者]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。テンプレート定
義 - コンテンツ ページの [担当者] フィールドで [従業員] または
[管理者] が選択されている場合は、[担当者] ラベルに内容が
表示されます。

警告日 [警告日] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [警告日]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。テンプレート定
義 - コンテンツ ページの [警告日] フィールドに日付が入力され
ている場合は、[警告日] ラベルに内容が表示されます。

期日 [期日] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [期日]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。テンプレート定
義 - コンテンツ ページの [期日] フィールドに日付が入力されて
いる場合は、[期日] ラベルに内容が表示されます。

目標評価レベル [目標評価レベル] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの
[目標評価レベル] チェック ボックスがオンの場合に表示され
ます。テンプレート定義 - コンテンツ ページの [目標評価レベル]
フィールドに目標評価レベルが指定されている場合は、[目標評
価レベル] ラベルに内容が表示されます。

難易度 このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページの [難易度]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。[難易度] フィー
ルドでは、値として普通、中級および上級が使用されます。コンテ
ンツ カタログからの項目が追加されると、このフィールドにはそ
の項目に関連付けられた難易度が表示され、その値は編集で
きません。手動で追加された項目については、テンプレート定義
- コンテンツ ページでその項目が必須としてマークされていない
限り、難易度を選択できます。

ステータス [ステータス] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [ステー
タス] チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

達成率 [達成率] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [達成率]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

重要 [重要] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [重要]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。テンプレート定
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義 - コンテンツ ページで定義されている場合は、[重要] ラベル
の内容として、[はい] または [いいえ] が表示されます。

目標のストレッチ [目標のストレッチ] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの
[目標のストレッチ] チェック ボックスがオンの場合に表示され
ます。

[開始日] および [終了日] [開始日] および [終了日] の各ラベルは、テンプレート定義 - 構
成ページの [開始日] および [終了日] の各チェック ボックスが
オンの場合に表示されます。

プライベート [プライベート] ラベルは、テンプレート定義 - 構成ページの [プラ
イベート - 従業員に非表示] チェック ボックスがオンの場合に
表示されます。

評価 このフィールドは、そのセクションの [評価] チェック ボックスが
オンで、かつ、[評価最終ステップ - ロール ルール] グリッドの [評
価レベル/加重] タブで、該当する [セクション評価]、[項目評
価]、または [サブ項目評価] のチェック ボックスがオンの場合
に表示されます。

評価レベルを確認あるいは入力します。可能なアクションは、記
入票テンプレートで自動計算を行うように設定した場合、表示さ
れるフィールドのレベル (サブ項目、項目、セクション) とテンプ
レート定義で許可されているユーザー アクションによって異なり
ます。

たとえば、ロールに対して自動計算された評価レベルを上書き
できるように設定するか、あるいは自動計算されないように記
入票テンプレートで設定した場合を除いて、総合評価レベルと
セクションのサマリ レベルでは評価レベルを上書きできません。

注: テンプレート定義 - 構成ページの [評価レベル表示] フィー
ルドで、[オプション ボタン] を選択すると、評価がオプション ボタ
ンとして表示され、[ドロップダウン リスト] を選択すると、評価がド
ロップダウン リストとして表示されます。

 評価レベル計算 [評価レベル計算] アイコンをクリックすると、次のものが表示さ
れます。このアイコンは、[<コンテンツ アイテム> サマリ] グルー
プ ボックスと総合評価セクションで使用できます。

上書き クリックして、自動計算された評価レベルの上書き、または既存
の上書き値の削除を行います。

このボタンは、パフォーマンス評価ページで、テンプレート定義に
従って、次のレベルで表示されます。
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• セクション内の項目レベル。自動計算されたサブ項目の評
価レベルの平均値を上書きします。

• セクションのサマリ レベル。自動計算された項目の評価レ
ベルの平均値を上書きします。

• 全体的なパフォーマンス評価サマリ レベル。自動計算され
たセクションの評価レベルの平均値を上書きします。

注: 入力した上書き値は削除されるまでそのまま残ります。評価
レベルを再計算するには、上書き値を削除してください。

行動の追加 新しい行動を追加する場合にクリックします。

[行動の追加] リンクは、テンプレート定義 - 構成ページの [サブ
項目] がオンになっている場合に表示されます。

評価者の評価 クリックすると、対応するサブ項目に関する、任意の評価者の評
価レベルを表示して確認できます (情報がある場合)。

加重 [加重] フィールドは、そのセクションの [加重] チェック ボックス
がオンで、かつ、[評価最終ステップ - ロール ルール] グリッドの
[評価レベル/加重] タブで、該当する [セクション加重] または
[項目加重] のチェック ボックスがオンの場合に表示されます。

同じセクションの他の項目と比較した場合、または記入票内の
他のセクションと比較した場合の相対加重率を入力します。

注: セクション内の全ての項目の加重合計、または記入票内
の全てのセクションの加重合計が、100% になるように設定しま
す。

管理者評価 管理者として、項目の評価を入力します。

 評価レベル詳細
[評価レベル詳細] アイコンをクリックすると、評価レベルを説明
するページが表示されます。

このページから従業員の能力レベルを最も的確に表す評価レ
ベルを選択することができます。評価説明ページに入力された
説明またはコンテンツ アイテム ページに入力された評価レベル
内容のいずれかが表示されます。評価説明と評価レベル内容
の両方が検出された場合は、評価レベル内容が表示されます。

平均評価 [平均評価] ラベルは、テンプレート定義 - 処理ページの [平均
評価の表示] チェック ボックスがオンの場合に表示されます。

 グラフィック評価の表示
[グラフィック評価の表示] アイコンをクリックすると、モーダル
ウィンドウに平均評価レポートが表示されます。テンプレート定義
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- 処理ページの [平均評価の表示] チェック ボックスがオンの
場合は、これを使用できます。

管理者コメント [管理者コメント] フィールドは、[評価最終ステップ - ロール ルー
ル] グリッドの [セクション] タブまたは [項目] タブで [コメント]
チェック ボックスがオンになっている場合に表示されます。

該当する項目またはセクションに関連する従業員のパフォーマ
ンスをテキスト形式で入力します。コメント ボックスでは、常にス
ペル チェック機能を利用でき、設定によってはコメント ツールに
アクセスすることもできます。このフィールドは項目レベルまたは
セクションのサマリ レベルに表示されます。

コメント ツール このリンクは、[セクション ロール] グリッドの [セクション] タブま
たは [項目] タブで該当ロールに対して [コメント] チェック ボッ
クスがオンになっていて、少なくとも 1 つのコメント ツールが選
択されている場合に表示されます。

このリンクをクリックして、コメント アシスタント ページにアクセス
します。コメント アシスタント ページには、評価メモ、他の記入者
のコメント、コメント アシスタント、および育成のためのヒントを
含む、テキスト候補のリストが表示されます。その 1 つ以上を選
択してコメント ボックスに挿入することができます。

項目やサブ項目のためのコメント アシスタントや育成のための
ヒントを表示可能なロールとして記入票テンプレートで指定され
ている場合、そのロールに対して [コメント ツール] のリンクが表
示されます。従業員や管理者が対象従業員について評価要素
の設定ステップで記録している評価メモも、全てこのページのリ
ストに表示されますが、記入票ロールによって制限されます。従
業員は管理者がその従業員について記録した評価メモを表示
できず、管理者は従業員の評価メモを表示できません。記入票
テンプレートで設定した場合、管理者は評価中の項目あるいは
セクションについて、他の記入者の評価メモを表示することもで
きます。

 スペル チェック コメント [スペル チェック コメント] アイコンをクリックすると、[コメント]
フィールドに入力されたテキストのスペルがチェックされます。

従業員評価 このフィールドは、テンプレート定義の [評価最終ステップ - ロー
ル ルール] グリッドの [評価レベル/加重] タブで、そのセクション
の [従業員評価] チェック ボックスがオンになっている場合に
表示されます。

このフィールドには、管理者評価記入票の従業員の自己評価に
入力された評価が表示されます。
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従業員コメント [従業員コメント] フィールドは、[評価最終ステップ - ロール ルー
ル] グリッドの [セクション] タブまたは [項目] タブで [従業員コ
メント] チェック ボックスがオンになっている場合に表示されま
す。

このフィールドには、管理者評価記入票の従業員の自己評価に
入力されたコメントが表示されます。

ラーニング名 このリンクをクリックして、エンタープライズ ラーニング マネジメ
ント データベースの <ラーニング名> の説明ページを表示しま
す。このリンクは、ラーニングのセクションにのみ表示されます。

ラーニング差異の検索 このリンクをクリックして、エンタープライズ ラーニング マネジメ
ント データベースにアクセスします。[ラーニング差異の検索] リ
ンクをクリックすると、ユーザーのロールに基づいて、次の ELM
ページのいずれかが開きます。

• 従業員の場合は、学習目標 - 現在の目標 (LM_OBJV_
LRNR) ページが開きます。

• 管理者の場合は、チームメンバーの学習目標 - 現在の目標
(LM_OBJV_MTM) ページが開きます。

• 人事部門担当者の場合は、学習者の登録 - 申請者の検索
(LM_CALL_CENTER_REQ) ページが開きます。

目標評価レベルが空白になっているコンピテンシーによっての
み、差異分析がトリガされます。目標評価レベルが満たされて
いないコンピテンシーは、比較を実行しないで、学習者の学習
目標として追加されます。

注: このリンクは、ラーニングのセクションにのみ表示されます。

全評価レベルを計算 このボタンをクリックすると、記入票に表示されている全ての
項目やセクションの評価レベル、および総合評価が計算されま
す。上書きされた項目、セクション、およびサマリの評価レベル
は計算されません。

このボタンは、テンプレート定義 - 構成ページで該当セクション
の [評価] チェック ボックスがオンになっていて、セクション、項
目、サブ項目に評価レベルが入力されている場合に有効になり
ます。

評価者フィードバック

この折りたたみ可セクションには、従業員および管理者以外の個人から提供された、完了した評価フィー
ドバックが表示されます。このセクションは管理者評価にのみ該当し、次の全ての条件が満たされる場合
に表示されます。
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1. 管理者記入票を表示するために現在ログインしているユーザーが、管理者、人事部門担当者または
間接的管理者 (記入票は参照のみモードで表示される) です。

2. 記入票テンプレートの、対応するセクションの構成ページで、[評価最終ステップ - ロール ルール] の
[セクション] タブで [評価者フィードバック] オプションが選択されています。

3. 表示対象のセクションについて、次のロール ルール オプションの 1 つ以上が評価者 ([同僚] や [その
他] など) に対して有効化されています。

• [評価] セクション、項目、またはサブ項目

• セクションまたは項目に対するコメントの入力

たとえば、記入票の [目標] セクションで、項目レベルで評価とコメントを入力するためのロール ルール オ
プションが有効化されている場合、管理者がアクセスしたときにのみ、[目標] セクション内の全ての項目
について、[評価者フィードバック] セクションが表示されます。

有効化され、サブ項目レベルで表示される場合は、このセクションは評価者の評価という名前になります。
名前、ロール、および各評価者フィードバックの評価が表示されます。

評価者 評価を提供した個人の名前が表示されます。

その評価者が持つロールに対して [匿名 - 管理者] オプション
が有効化されている場合、その名前はマスクされ、<ロール名>
<番号> というフォーマットで表示されます。同僚 1、その他 2 な
ど。

ロール 評価者のロールが表示されます。[同僚]、[その他] など。

評価 表示対象のレベルに対する、評価者によって入力された評価の
説明 (使用可能な場合) が表示されます。

評価者が評価を許可されていない場合、フィールド値は [非使
用] になります。

評価者が評価を許可され、かつ評価を入力していない場合、
フィールド値は空白になります。

コメント 表示対象のレベルに対して各評価者が入力したコメントが表示
されます。

サブ項目レベルの評価者フィードバックでは使用できません。
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添付ファイル

添付ファイルを選択し、そのファイルがアップロードされると、ユーザーは記入票に戻され、そこで添付ファ
イルに関する情報を更新できます。

画像: 管理者評価または自己評価ページの [添付] グループ ボックス

次の例では、<管理者または自己> 評価ページの [添付] グループ ボックスのフィールドおよびコントロー
ルを説明します。

ファイル名 ファイルの名前と、アップロードされたファイルへのリンクが表示
されます。

説明 このフィールドを使用して、アップロードしたファイルの説明を入
力します。

添付対象者 管理者は、このフィールドを使用して、従業員と管理者がファイ
ルを表示およびダウンロードできるか、または管理者のみがその
ことを実行できるかを識別できます。次の値の中から 1 つ選択
します。

• 従業員と管理者

• 管理者のみ

[従業員と管理者] を選択した場合は、従業員、管理者、管理
者の上位の管理チェーン、および ePerformance 管理者がファ
イルを表示およびダウンロードできます。[管理者のみ] を選択
した場合は、管理者、管理者の上位の管理チェーン、および
ePerformance 管理者のみがファイルを表示およびダウンロード
できます。

最終更新日時 管理者がファイルを記入票にアップロードした日時が表示され
ます。

アップロード担当者 ファイルを記入票にアップロードした管理者の名前が表示され
ます。

 削除
添付ファイルを削除する場合は、[削除] アイコンをクリックしま
す。このことは、記入票ステータスが処理中である場合にのみ行
います。
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オーディット履歴

トランザクションが受諾されて完了すると、ユーザー ID や日時スタンプなどのフィールドが表示されます。
また、システムには記入票の作成および更新をいつ誰が行ったかに関するデータが格納されます。

管理者記入票については、以下のグループ ボックスがオーディット履歴に該当します。

• 承認者

• 承認日時

• キャンセル者

• キャンセル日時

• チェックポイント記録日時

• チェックポイント記録者

• 実行者

• 完了日時

• 作成者

• 作成日時

• 最終変更者

• 最終変更日時

• 署名管理者

• 管理者署名日時

• 記入票オープン日時

• 記入票再オープン者

• 進捗追跡完了日時

• 進捗追跡実行者

• 進捗追跡の再オープン

• 進捗追跡再オープン者

• 移管元

• 転属日時

• 移管者

• 転属日時
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• 移管先

• 転属日時

他のロール (従業員、顧客、同僚およびその他) を持つ個人がアクセスする記入票では、[オーディット履
歴] グループ ボックスには、次のフィールドのみが適用されます。

• キャンセル者

• キャンセル日時

• 実行者

• 完了日時

• 作成者

• 作成日時

• 最終変更者

• 最終変更日時

• 記入票再オープン者

• 記入票再オープン日時

注: フィールドにデータがロードされる場合にのみ、フィールドおよび関連データが表示されます。ユーザー
ID および日時スタンプのないフィールドについては、[オーディット履歴] グループ ボックスに情報が表示
されません。たとえば、記入票がキャンセルされていない場合、[オーディット履歴] グループ ボックスの
[キャンセル者] フィールドは表示されません。

関連リンク
<セクション項目> の追加ページ
"独自の <セクション項目> を追加" または <セクション項目> の編集ページ
ビジネス目標からコピー ページ
管理者記入票からコピー ページ
記入票の選択ページ
<セクション項目> を記入票からコピーまたは <セクション項目> をチームの記入票からコピー ページ

同僚評価ページ
同僚評価ページ (EP_APPR_MAIN1) を使用して、別の従業員へのフィードバックを提供します。
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ナビゲーション

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [他者の記入票], [最新の記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [他者のキャリア開発記入票], [最新の記入票]

最新の記入票 (他者の記入票) ページの従業員のリンクをクリックします。

画像: 同僚評価ページ (1/2)

次の例では、同僚評価ページ (1/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 同僚評価ページ (2/2)

次の例では、同僚評価ページ (2/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

同僚評価ページの外観と操作性は、自己評価ページや管理者評価ページと似ていますが、その他の評
価ページと異なり、ワークセンターには表示されません。
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同僚が、ページに表示された評価基準に対する情報を入力し、評価が終了したら、[完了] ボタンをクリッ
クすることによって、従業員のフィードバックを入力します。

このページのフィールドの説明については、「<管理者または自己> 評価ページ」トピックを参照してくださ
い。

<セクション項目> の編集ページ
<セクション項目> の編集ページ (EP_APPR_M_EDIT5) を使用して、タイトル、説明、期日、難易度、担当
者、支援ツール、ステータス、警告日、達成率、および重要項目であることを示すフラグなどの、項目の詳
細を更新します。

ナビゲーション

評価のセクション項目の [詳細の編集] アイコンをクリックします。

画像: <セクション項目> の編集ページ

次の例では、<セクション項目> の編集ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、項目の評価の詳細を変更します。

注: このページに表示されるフィールドは、選択した項目と、記入票テンプレートをどのように設定したかに
基づいて異なります。評価者が [タイトル]、[説明] および [評価尺度] 以外のフィールドの値を変更できる
ように、記入票テンプレートで設定できます。これらのフィールドは、項目がコード化 (システム テーブルに
格納) されていない場合にのみ、評価者が変更できます。各詳細フィールドに表示される初期値は、記入
票テンプレートの詳細ページで定義します。
このセクションに表示されるように設定できるフィールドの完全なリストを参照するには、「セクションの定
義」を参照してください。

タイトル 項目のタイトルが表示されます。

説明 項目の説明が表示されます。

難易度 このフィールドは、テンプレート定義 - 構成ページの [難易度]
チェック ボックスがオンの場合に表示されます。[難易度] フィー
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ルドでは、値として普通、中級および上級が使用されます。コンテ
ンツ カタログからの項目が追加されると、このフィールドにはそ
の項目に関連付けられた難易度が表示され、その値は編集で
きません。手動で追加された項目については、テンプレート定義
- コンテンツ ページでその項目が必須としてマークされていない
限り、難易度を選択できます。

担当者 値を選択して、項目の責任者を指定します。

ステータス 値を選択して、項目のステータスを指定します。有効な値は、[完
了]、[処理中] および [該当なし] です。

達成率 記入票に表示されている項目の達成率を入力します。

期日 特定の目標または項目の達成期限の日付を入力します。

警告日 日付を入力します。このフィールドは情報提供のみを目的として
使用されます。

[開始日] および [終了日] 項目の開始日および終了日を入力します。

重要 このチェック ボックスをオンにすると、評価のこの項目の詳細
領域に、[重要] というラベルが表示されます。

目標のストレッチ このチェック ボックスをオンにすると、評価のこの項目の詳細
領域に、[目標のストレッチ] というラベルが表示されます。
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第13章

評価者からのフィードバックの統合

フィードバック統合について

このトピックでは、次について説明します。

• フィードバック統合。

• 評価レベル。

• 他の記入者の表示。

• コメント ツール。

• 表現チェック ツール。

• 評価面接と承認。
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フィードバック統合

画像: 完了した従業員、同僚、および管理者の評価からのフィードバックの統合方法を示す、フィードバッ
クの統合プロセス

この図は、完了した従業員、同僚、および管理者の評価からのフィードバックを統合する上位レベルのプ
ロセスを示しています。

管理者は評価サイクル中いつでも各項目の評価、記入票へのコメントの追加、および評価メモの記録を
行えますが、記入票を最終決定し完了するためには追加のステップが必要です。このステップには、最終
評価コメントの記入と、必要に応じて評価面接および承認のプロセスが含まれます。
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評価レベル

評価レベルは、記入票テンプレートで定義されたセクション、項目、またはサブ項目で入力できます。評価
レベルが自動的に計算されるように記入票を設定している場合は、下位レベルの評価レベルは平均され
て上位レベルにロールアップされます。管理者記入票上の管理者による評価レベル (自動計算または手
動入力) は、コメント ツールで適切なテキストを選択するために使用されます。

他の評価者のフィードバックの表示

管理者は、管理者の評価を行っている最中に、他のロールの他の評価者が入力したコメントと評価レベ
ルを表示できます。

この機能を有効にするには、テンプレート定義 - 構成ページの [評価最終ステップ - ロール ルール] の [セ
クション] グループ ボックスで、ロールとセクションに対して [評価者フィードバック] チェック ボックスをオ
ンにします。セクションに [評価者フィードバック] グループ ボックスが表示され、これを展開すると、その評
価の他の評価者によって入力された名前、ロール、そのセクションに対する評価レベルとコメントが表示さ
れます。完了した評価の情報のみが表示されます。

コメント ツール

[コメント ツール] のリンクを使用して、記入者がコメントを作成するのに役立つテキスト候補を含む "コメ
ント ツール: コメント アシスタントのテキスト" ページにアクセスします。これらのテキスト候補は、記入票テ
ンプレートでセクションや項目に対して有効化した複数の異なるソースから取得できます。

"コメント ツール: コメント アシスタントのテキスト" ページでは、セクションと項目に最も直接的に関連する
テキストが提示されます。[他のコンテンツの検索] フィールドの使用可能なオプションからツールを選択し
て、コメント ツールへアクセスしたときのセクション、項目、または評価に直接関連のないテキストを詳細に
検索することもできます。これにより、セクションまたは項目に対して記入票テンプレートで定義された全
てのテキスト ソースから修正候補を検索できます。

使用可能なテキスト修正のソースを下記に示します。

• コメント アシスタント

コメント アシスタントのテキストは、指定されたコンピテンシーまたはサブ コンピテンシーについて従
業員の能力を説明する、あらかじめ定義されたテキストです。これらのテキストは、"コメント ツール: コ
メント アシスタントのテキスト" ページではコンピテンシー セクションについてのみ表示されますが、詳
細検索を行って他のセクションのテキスト候補を探すことができます。

• 育成のためのヒント

育成のためのヒントは、従業員が自分の能力を育成するためのヒントとなる、あらかじめ定義された
テキストで構成されています。育成のヒントはコンピテンシーおよびサブ コンピテンシーと関連してい
ますが、他の評価基準にも適用できます。育成のヒントを表示する前に、セクションまたは項目につい
て評価する必要があります。

• コメント
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管理者は、他のロールの評価者が同じセクションまたは項目に入力したコメントを表示できます。他の
評価者のコメントは、その記入票ステータスが完了の場合にのみ表示されます。

• ある項目から "コメント ツール: コメント アシスタントのテキスト" ページにアクセスした場合、完了
している全てのロールの記入票からその項目についてのコメントが表示されます。

• あるセクションから "コメント ツール: コメント アシスタントのテキスト" ページにアクセスした場合、
完了している全てのロールの記入票からそのセクションについてのコメントが表示されます。項目
レベルのコメントは表示されません。

• 評価メモ

評価要素の定義ステップおよび進捗追跡ステップで項目に対して入力した評価メモは、"コメント
ツール: コメント アシスタントのテキスト" ページで有効で、評価メモを入力した人のみが使用できま
す。

注: 従業員および管理者は、特定の記入票と直接関連のない評価メモを入力することもできます。詳
細検索機能を使用して、このような評価メモを検索できます。

表現チェック ツール

表現チェック ツールは、管理者記入票に不適切な表現があった場合に警告と修正候補を表示します。こ
のツールは記入票テンプレートで記入票全体に対して有効化し、セクションまたは項目レベルでオン/オフ
の設定はできません。

評価面接と承認

評価面接と管理者による承認は、全ての場合に必要なわけではありません。これらが必要な場合は、管
理者評価が面接および承認の対象となり、記入票のステータスに評価面接と承認のステータスが反映さ
れます。

関連リンク
記入票テンプレートの作成
支援ツールについて
記入票データの入力について
評価面接および承認プロセスについて

評価レベルの表示

このトピックでは、評価レベルの表示方法について説明します。
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評価レベルの表示に使用するページ
ページ名 定義名 用途

<管理者または自己> 評価ページ EP_APPR_MAIN1 セクションや項目の評価レベルを表示します。

平均評価ページ EP_AVG_CHART モーダル ウィンドウに、ロール別の評価レベルを表示します。

グラフィック評価レポート ページ EP_360_REPORT 記入票の全てのセクションと項目に対して、平均評価のチャー
トを含むサマリ レポートを表示します。

平均評価ページ
平均評価ページ (EP_AVG_CHART) を使用して、モーダル ウィンドウにロール別の評価レベルを表示しま
す。

ナビゲーション

管理者評価ページで、セクション項目の [平均評価] フィールドの横に表示された [グラフィック評価の表
示] アイコンをクリックします。

画像: 平均評価ページ

次の例では、平均評価ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このチャートには、セクション、項目、およびサブ項目に対して評価を行った全ての評価者の平均評価が
ロール別に表示されます。サマリ評価では、下位レベルの評価レベルがロール アップされます。ロールの隣
のかっこの中の数字は、その平均評価の計算に含まれる同ロールの評価者数を示します。
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このページは、管理者評価からのみ使用可能で、さらにテンプレート定義 - 処理ページで、管理者のロー
ルに対して [平均評価の表示] チェック ボックスがオンの場合にのみ使用できます。

注: 該当評価に対する全ての平均評価ページを含むサマリ レポートを使用できます。表示するには、評価
のヘッダー領域の下に表示される [グラフィック評価の表示] アイコン (使用可能な場合) をクリックしま
す。

コメント ツールの使い方

このトピックでは、評価を入力する際のコメント ツールの使い方について説明します。

注: 全てのロールがコメント ツールにアクセスできますが、最もよく利用するのは管理者なので、次に示す
ナビゲーションは管理者セルフサービスのページにアクセスするためのパスになっています。ただし、記入
票テンプレートでコメント ツールが使用可能なロールに設定されている場合は、他のロールの記入票から
でも使用できます。

コメント ツールでの作業に使用するページ
ページ名 定義名 用途

コメント ツール - コメント アシスタント ペー
ジ

EP_SUGGEST_
RESULTS

コメント アシスタントのテキストをコメントへ組み込みま
す。

コメント ツール - コメント アシスタントのス
テートメント ページ

EP_ADV_RESULT_
WRT

セクションまたは項目について、コンピテンシーおよびサ
ブ コンピテンシーのパフォーマンスに関するコメントを検
索します。

コメント ツール - 育成のためのヒント ペー
ジ

EP_DEV_TIPS セクションまたは項目に対する育成のためのヒントを検
索します。

コメント ツール - 評価メモ ページ EP_PERF_NOTEPAD 既に入力してある評価メモを検索します。

コメント ツール - 評価者のコメント ページ EP_OTHER_
COMMENTS

従業員に対して入力された他の評価者のコメントを検
索します。

表現チェック ページ EP_LANG_CHECK_
SEC

記入票内の不適切な表現のチェックと修正候補の確
認に使用します。

表現チェック機能が記入票テンプレートで有効化されて
いる場合は、[表現チェック] ボタンが管理者評価ページ
の下部に表示されます。

関連リンク
支援ツールについて
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コメント ツール - コメント アシスタント ページ
コメント ツール - コメント アシスタント ページ (EP_SUGGEST_RESULTS) を使用して、コメント アシスタ
ントのテキストをコメントに組み込みます。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分の記入票], [最新の記入票], [最新の記入票]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のキャリア開発記入票], [最新の記入票], [最新のキャ
リア開発記入票]

記入票ステータスが評価進行中の記入票を開きます。[コメント ツール] リンクを、リンクが表示される任意
のセクションまたはサブ セクションでクリックします。

画像: コメント ツール - コメント アシスタント ページ

次の例では、コメント ツール - コメント アシスタント ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

コメント アシスタント

このグリッドには、評価で参照するためにシステムにより返されるコメント アシスタントのテキストが表示
されます。次のようなものがあります。
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• コメント アシスタント テキスト。

• 育成のためのヒント。

• 評価メモ。

• 他の評価者のコメント。

1 つ以上のコメントをオンにして、[コメントに追加] ボタンをクリックすると、該当セクションのコメントに追
加できます。コメントは改行なしに追加されるため、コメントごとに行を新しくするには、手動で改行を行う
必要があります。

コメントに追加 このボタンをクリックして、コメント アシスタントのテキストを [コ
メント] フィールドに組み込みます。

コメント このフィールドを使用して、使用可能ないずれかのコメント ツー
ルからテキストを組み込みます。テキストは、組み込んだ後に修
正することができます。

[他のコンテンツの検索] および [実行] コメント用に他のテキスト候補を検索するためのコメント ツール
を選択します。[コメント アシスタント] のリストに適切なテキスト
が表示されない場合に、このフィールドを使用して、コメント ボッ
クスに組み込むために他のテキスト項目を検索することができ
ます。記入票テンプレートでそのロールに使用可能と設定され
たツールだけが表示されます。オプションを選択後、[実行] をク
リックします。

関連リンク
コメント アシスタントおよび育成のためのヒントで使用するテンプレートの設定

コメント ツール - コメント アシスタントのステートメント ページ
コメント ツール - コメント アシスタントのステートメント ページ (EP_ADV_RESULT_WRT) を使用して、セ
クションまたは項目について、コンピテンシーおよびサブ コンピテンシーのパフォーマンスに関するコメント
を検索します。
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ナビゲーション

コメント ツール - コメント アシスタント ページの [他のコンテンツの検索] フィールドで使用可能なオプショ
ンから [コメント アシスタント] を選択し、[実行] をクリックします。

画像: コメント ツール - コメント アシスタントのステートメント ページ

次の例では、コメント ツール - コメント アシスタントのステートメント ページのフィールドおよびコントロール
を説明します。

検索するテキスト キーワードを入力して、検索するテキストを指定します。コンピテ
ンシー、サブ コンピテンシー、または評価レベルを入力せずに、
テキストを単独に検索することができます。

コンピテンシー 検索するコンピテンシーを選択します。コンピテンシーを検索す
る場合、サブ コンピテンシーまたは評価レベルを入力すると、検
索結果をさらに絞り込めます。

サブ コンピテンシー 検索するサブ コンピテンシーを選択します。このフィールドは、選
択したコンピテンシーにサブコンピテンシーが含まれており、記
入票テンプレートでそのセクションに対するサブ コンピテンシー
を検索するように設定している場合にのみ表示されます。
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評価レベル コンピテンシーまたはサブ コンピテンシーにリンクするテキストを
検索するために、評価レベルを選択します。評価レベルを入力
する前に、コンピテンシーまたはサブ コンピテンシーを入力する
必要があります。

コメント ツール - 育成のためのヒント ページ
コメント ツール - 育成のためのヒント ページ (EP_DEV_TIPS) を使用して、セクションまたは項目について
育成のためのヒントを検索します。
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ナビゲーション

コメント ツール - コメント アシスタント ページの [他のコンテンツの検索] フィールドで使用可能なオプショ
ンから [育成のためのヒント] を選択し、[実行] をクリックします。

画像: コメント ツール - 育成のためのヒント ページ (1/2)

次の例では、コメント ツール - 育成のためのヒント ページ (1/2) のフィールドおよびコントロールを説明しま
す。

画像: コメント ツール - 育成のためのヒント ページ (2/2)

次の例では、コメント ツール - 育成のためのヒント ページ (2/2) のフィールドおよびコントロールを説明しま
す。
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検索するテキスト キーワードを入力して、検索するテキストを指定します。コンピテ
ンシー、サブ コンピテンシー、または評価レベルを入力せずに、
テキストを単独に検索することができます。

コンピテンシー 検索するコンピテンシーを選択します。コンピテンシーを検索す
る場合、サブ コンピテンシーまたは評価レベルを入力すると、検
索結果をさらに絞り込めます。

サブ コンピテンシー 検索するサブ コンピテンシーを選択します。このフィールドは、選
択したコンピテンシーにサブコンピテンシーが含まれており、記
入票テンプレートでそのセクションに対するサブ コンピテンシー
を検索するように設定している場合にのみ表示されます。

評価レベル コンピテンシーまたはサブ コンピテンシーにリンクするテキストを
検索するために、評価レベルを選択します。評価レベルを入力
する前に、コンピテンシーまたはサブ コンピテンシーを入力する
必要があります。

コメント ツール - 評価メモ ページ
コメント ツール - 評価メモ ページ (EP_PERF_NOTEPAD) を使用して、以前に入力した評価メモを検索し
ます。
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ナビゲーション

コメント ツール - コメント アシスタント ページの [他のコンテンツの検索] フィールドで使用可能なオプショ
ンから [評価メモ] を選択し、[実行] をクリックします。

画像: コメント ツール - 評価メモ ページ

次の例では、コメント ツール - 評価メモ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、記録された評価メモを検索します。自分が入力したメモのみを検索できます。従
業員は、管理者が従業員について入力したメモを検索できません。また、管理者は従業員が入力したメ
モを検索できません。

評価要素の設定ステップの一環として記録された評価メモは、関連する特定のセクションと項目に対し
て保存され、コメント アシスタント ページに表示されます。

[日付範囲] および [検索] 日付範囲を入力して、評価メモの検索を絞り込みます。[検索]
をクリックします。指定した日付範囲に入力した評価メモは、全
て [結果] グリッドに表示されます。

コメントに追加 [コメント] セクションに追加するメモを選択して、このボタンをク
リックします。これにより、このメモが [コメント] フィールドに追加
されます。[コメント] フィールドに表示されるテキストを編集でき
ます。

保存して戻る このボタンをクリックしてコメントを保存し、評価ページに戻りま
す。
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関連リンク
評価メモの入力

コメント ツール - 評価者のコメント ページ
コメント ツール - 評価者のコメント ページ (EP_OTHER_COMMENTS) を使用して、従業員に対して入力
された他の評価者のコメントを検索します。

ナビゲーション

コメント ツール - コメント アシスタント ページの [他のコンテンツの検索] フィールドで使用可能なオプショ
ンから [他の評価者のコメント] を選択し、[実行] をクリックします。

画像: コメント ツール - 評価者のコメント ページ

次の例では、コメント ツール - 評価者のコメント ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用して、管理者または従業員以外の評価者が入力したコメントを検索します。

ロール 評価者のロールを選択します。記入票テンプレートで定義された
ロールのみ表示されます。

名前 コメントを表示する評価者を選択します。名前を選択する前に、
最初にロールを選択する必要があります。

記入票セクション 記入票セクションを選択して、指定したロールの指定した評価
者がそのセクションに対して作成したコメントを表示します。

検索 クリックすると、入力した条件に基づいた結果が表示されます。
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コメント アシスタント このグリッドに、以下の全ての項目を含めることができます。

• コメント アシスタント テキスト。

• 育成のためのヒント。

• 評価メモ。

• 他の評価者のコメント。

1 つ以上のコメントをオンにして、[コメントに追加] ボタンをク
リックすると、該当セクションのコメントに追加できます。コメント
は改行なしに追加されるため、コメントごとに行を新しくするに
は、手動で改行を行う必要があります。

コメントに追加 このボタンをクリックして、コメント アシスタントのテキストを [コ
メント] フィールドに組み込みます。

コメント このフィールドを使用して、使用可能ないずれかのコメント ツー
ルからテキストを組み込みます。テキストは、組み込んだ後に修
正することができます。

[他のコンテンツの検索] および [実行] コメント用に他のテキスト候補を検索するためのコメント ツール
を選択します。[コメント アシスタント] のリストに適切なテキスト
が表示されない場合に、このフィールドを使用して、コメント ボッ
クスに組み込むために他のテキスト項目を検索することができ
ます。記入票テンプレートでそのロールに使用可能と設定され
たツールだけが表示されます。オプションを選択後、[実行] をク
リックします。

表現チェック ページ
表現チェック ページ (EP_LANG_CHECK_SEC) を使用して、記入票内の不適切な表現のチェックと修
正候補の確認に使用します。
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ナビゲーション

管理者のパフォーマンス記入票のヘッダーにある [表現チェック] ボタンをクリックします。

画像: 表現チェック ページ

次の例では、表現チェック ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

不適切と見なされる単語や表現がページの上部に表示されます。その下にそれらが使用されている文章
が表示されます。

変更 このボタンをクリックして文章を編集します。

無視 このボタンをクリックして次の文章を表示します。

全て無視 このボタンをクリックして不適切な単語や表現を全て無視し、管
理者評価ページに戻ります。

閉じる このボタンをクリックすると、管理者評価ページに戻ります。

注: 記入票に不適切と見なされる単語や表現が複数検出された場合は、1 つずつ順番に表示されます。
該当するテキストが検出された文章を編集できます。

検出箇所

このグループ ボックスには、不適切な単語や表現が含まれるセクションおよびコメントの名前が表示され
ます。

適用 このボタンは、[変更] をクリックすると有効化されます。このボタ
ンをクリックして、行った全ての変更を適用し、チェックを続行し
ます。
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キャンセル このボタンは、[変更] をクリックすると有効化されます。このボ
タンをクリックして、行った全ての変更をキャンセルし、チェックを
続行します。

関連リンク
支援ツールについて
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第14章

評価面接および承認の管理

評価面接および承認プロセスについて

このトピックでは、前提条件と次の内容について説明します。

• 承認形態オプション。

• 評価面接および承認プロセスでの記入票ステータス。

• 承認プロセス。

前提条件
このプロセスを正常に機能させるには、ePerformance ページで評価面接および承認に関する通知をオン
にする必要があります。

注: 代替ロール ユーザー機能は、ePerformance ではサポートされていません。

承認形態オプション
このセクションでは、以下の事項について説明します。

• 承認処理。

• 承認プロセスの担当者。

承認処理

記入票テンプレートを設定する際、承認形態オプションを選択し、その記入票の承認に必要なロールを指
定します。

評価面接および承認プロセスにより、以下が実行されます。

• 人事考課が必要な場合、従業員および管理者にステータス変更が通知されます。

• 承認の担当順に自動的に記入票が転送され、承認の順番が回ってきた担当者には電子メールで通
知が送信されます。
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• ワークフロー (評価面接および承認ステップが実行される順序) が管理されます。

ePerformance: 合理的な記入票の確認および承認プロセス

承認形態のオプションは以下のとおりです。

• 「評価面接前に承認プロセス - 5 ステップ」および「評価面接前に承認プロセス - 3 ステップ」

いずれのオプションでも、管理者と従業員の評価面接が行われる前に、記入票が承認されます。

• 「評価面接後に承認プロセス - 4 ステップ」および「評価面接後に承認プロセス - 3 ステップ」

いずれのオプションでも、管理者と従業員の評価面接が終了し、従業員または管理者によって記入
票の内容が受諾された後に、承認ステップが開始されます。

• "承認あり、評価面接なし" プロセス

管理者と従業員の評価面接は必要ないが、承認は必要な場合、このオプションを選択します。

• 「"承認なし、評価面接あり" プロセス - 4 ステップ」および「"承認なし、評価面接あり" プロセス - 2 ス
テップ」

いずれのオプションでも、管理者は従業員の評価面接を行う必要がありますが、記入票を承認する
必要はありません。

• "承認なし、評価面接なし" プロセス

管理者と従業員の評価面接と記入票の承認の両方が必要ない場合、このオプションを選択します。

選択した評価面接および承認プロセスに基づいて、従業員評価と管理者評価に関連するステップのア
クション ボタンが表示され、プロセスの進行と評価の完了が支援されます。

注: ePerformance 内の承認プロセスでは、グループ ID はサポートされません。グループ ID を承認方法と
して使用できないのは、グループ ID が記入票に保存されないためです。このため、ユーザーが記入票を
承認しているときに、どのグループ ID を使用すべきかを特定する方法がありません。

承認プロセスの担当者

承認が必要な場合、記入票を承認する担当者は、記入票テンプレートの定義の際に選択する [承認ルー
ル セット] オプションによって決定されます。以下の承認担当者を選択できます。

• 記入票担当者 (管理者) のさらに上位の管理者と人事部門担当者。

• ePerformance の人事部門担当者のみ。

• ePerformance 管理者のみ。

関連リンク
システム設定の定義

https://docs.oracle.com/cd/E59499_01/psft_eperfo_docreview_aprvlprocess_ui.html
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テンプレート定義 - 処理ページ

評価面接および承認プロセスでの記入票ステータス
評価面接と管理者による承認は、全ての場合に必要なわけではありません。これらが必要な場合は、管
理者評価が面接および承認の対象となり、記入票のステータスに評価面接と承認のステータスが反映さ
れます。

管理者評価は、評価プロセスでの最終的な記入票となり、従業員のパフォーマンスについての評価面接
を行う対象となります。また、管理者記入票は、給与計画などの他のアプリケーションで公的な目的で使
用されます。このため、これが評価面接および承認プロセスの対象となる記入票になります。

記入票ステータスにより、評価面接および承認サイクルの期間中、記入票がどの処理段階にあるのかが
示されます。また、ステータス コードによって、ユーザーが記入票の表示や編集を行える時期、ユーザーが実
行できるアクション、およびユーザーが使用できるページ コントロールなどが制御されます。

最終記入票が経過する必要のあるステータスやそれらのステータスの順序は、記入票テンプレート レベ
ルで選択した承認形態オプションによって決まります。

評価に関連する記入票ステータスは、次のとおりです。

• 評価進行中

従業員、同僚、および管理者が各自の評価を入力する準備が整うと、記入票はこのステータスに変わ
ります。記入票がこのステータスである場合、従業員、管理者、および同僚はそれぞれの記入用のロー
ル別フォームについて、テンプレート定義で許可されている全てのセクションを変更できます。記入票
は、管理者が管理者評価の編集を終えてページ上の [主要アクション] ボタンのいずれかをクリック
するまで、このステータスになります。実際に表示されるボタンは、設定や関連付けられている評価面
接および承認形態によって異なります。

必要な場合、管理者は従業員と同僚によって完了された評価を再オープンできます。管理者は、記入
票ステータスが評価進行中である限り、この再オープン機能を使用できます。完了済の自己評価また
は同僚による評価を再オープンするには、管理者がその記入票を開いて、評価で [再オープン] ボタン
をクリックします。これにより、その評価のステータスが完了から評価進行中に変わります。

• 従業員と共有

管理者が管理者評価で [従業員と共有] ボタンをクリックすると、記入票ステータスが従業員と共有に
変わります。このボタンは、次の場合に使用可能になります。

• 選択した承認形態が "面接評価後に承認" (3 ステップまたは 4 ステップ) または"承認なし、評価面
接あり" (2 ステップまたは 4 ステップ) で、評価の現在のステータスが評価進行中である場合。

• 選択した承認形態が "面接評価前に承認" (3 ステップまたは 5 ステップ) で、評価の現在のステー
タスが承認 - 承認済である場合。

評価が共有されている間に、従業員は管理者評価を表示して、[従業員コメント] セクション (このセク
ションがテンプレートに含まれていた場合) にコメントを追加できます。このステータス中に管理者が編
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集できるのは、[管理者コメント] セクション (このセクションがテンプレートに含まれていた場合) のみ
です。

統合した記入票のステータスが "記入票開示中" の場合、記入票の管理者ビューに [受諾のリクエス
ト] ボタンが表示されます。管理者は、管理者と従業員の双方が面接を行って評価について話し合っ
たことの受諾を求めるリクエストを従業員に送信する準備が整ったら、このボタンをクリックします。

注: 従業員からの受諾をリクエストするステップは、評価面接後に承認 (3 ステップ)、承認なし、評価
面接あり (2 ステップ)、および評価面接前に承認 (3 ステップ) の合理化されたプロセスには適用され
ません。

• 保留通知

この記入票ステータスは、管理者が従業員との評価面接を実施済みであり、従業員に受諾リクエス
トを送信済みであることを示します。このステータス中には、従業員と管理者は記入票の表示のみが
許可されます。ただし、例外として、記入票に[管理者コメント] セクションまたは [従業員コメント] セク
ションがある場合、これらの入力と編集は可能です。従業員が受諾できる状態になると、従業員に対
して従業員評価に [受諾] ボタンが表示されます。

注: この記入票ステータスは、評価面接後に承認 (3 ステップ)、承認なし、評価面接あり (2 ステップ)、
および評価面接前に承認 (3 ステップ) の合理化されたプロセスには適用されません。

• 承認済

このステータスは、従業員が記入票を受諾したか、管理者が従業員の受諾を上書きしたことを示しま
す。

注: 管理者は、従業員が記入票の受諾を拒否した場合や従業員が記入票を受諾できない場合に
は、従業員の受諾を上書きできます。

このステータスが有効な場合、管理者と従業員はいずれも記入票の [従業員コメント] セクションと
[管理者コメント] セクションの表示のみが可能です。

記入票がこのステータスである場合、人事部門担当者のみがステータスを評価進行中に戻す権限を
持ちます。

• 承認 - 送信済

このステータスは、管理者が [承認者に送信] ボタンをクリックして評価を承認者に送信したことを示
します。このボタンは、次の場合に表示されます。

• 選択した承認形態が "面接評価前に承認" (3 ステップまたは 5 ステップ) または"承認あり、評価面
接なし"で、評価の現在のステータスが評価進行中である場合。

• 選択した承認形態が "面接評価後に承認" (3 ステップまたは 4 ステップ) で、評価の現在のステー
タスが承認済である場合。
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• 承認 - 承認済

このステータスは、評価が承認者によって承認されたことを示します。管理者は [完了] ボタンをクリッ
クして評価プロセスを完了できます。

• 完了

このステータスは、評価プロセスが完了したことを示します。記入票の変更はできません。このステー
タスでは、従業員と管理者は履歴または参照専用の記入票として記入票の表示のみが許可され、
内容を編集または修正することはできません。

人事部門担当者のみが、必要に応じて完了済みの管理者評価を再オープンできます。

• キャンセル

このステータスは、記入票とその記入票に関連する全ての評価者別記入票がキャンセルされたこと
を示します。管理者は、2 つの場所から記入票をキャンセルできます。つまり、管理者評価から、または
管理者の "記入票のキャンセル" ページ (記入票ステータスが評価要素の定義、進捗追跡、および評価
進行中のいずれかである場合にのみ可能) からです。人事部門担当者は、人事部門用の "記入票の
キャンセル" ページを使用して、どのステータスでも記入票をキャンセルできます。

注: 従業員と共有、保留通知、および承認済ステータスは、承認形態オプションが "承認なし、評価面接なし"
または "承認あり、評価面接なし" に設定されている場合には該当しません。その場合、従業員は、ステータ
スが "完了" になるまで管理者の記入票を表示できません。

提供される承認プロセス
このセクションでは、以下の事項について説明します。

• プロセスの概要。

• 電子署名セクションでの管理者と従業員の署名。

• 管理者評価のオーディット履歴

• 評価面接前に承認プロセス - 5 ステップ。

• 評価面接前に承認プロセス - 3 ステップ。

• 評価面接後に承認プロセス - 4 ステップ。

• 評価面接後に承認プロセス - 3 ステップ。

• "承認あり、評価面接なし" プロセス。

• "承認なし、評価面接あり" プロセス - 4 ステップ。

• "承認なし、評価面接あり" プロセス - 2 ステップ。
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• "承認なし、評価面接なし" プロセス。

プロセスの概要
承認形態オプション、記入票ステータス、および承認ステータスの値により、以下が制御されます。

• 使用可能なページ フィールド。

• 記入票に対して、管理者、従業員、人事部門担当者がそれぞれ有するアクセス権のレベル。

• 評価面接および承認サイクルのさまざまな時点で、管理者、従業員、人事部門担当者それぞれが実
行できるアクション。

注: 他の評価者は、承認形態による影響を受けません。

このセクションの表は、サポートされている各承認形態オプションのプロセス フローの概要と、管理者と
従業員評価のユーザー アクションによるステータスの変更を示しています。各表で言及されるボタンは、
使用可能な状態になるまでページに表示されません。

電子署名セクションでの管理者と従業員の署名
管理者と従業員が作業している記入票の関連テンプレートで電子署名セクションが有効になっている場
合、その記入票の印刷バージョンの電子署名セクションには、日付、時刻、およびこれらの個人の電子署
名が記録および表示されます。

注: 電子署名セクションは、評価面接を含む承認プロセス、つまり、評価面接前に承認 5 ステップ、評価面接
前に承認 3 ステップ、評価面接後に承認 4 ステップ、評価面接後に承認 3 ステップ、承認なし、評価面接あり 4 ス
テップ、および承認なし、評価面接あり 2 ステップの各プロセスでのみサポートされます。

以下の場合に、記入票に電子署名が記録されます。

• [承認者] オーディット入力に示されているように、従業員が記入票を受諾する場合、従業員の電子署
名が取り込まれます。管理者が受諾の上書きを行う場合、従業員の電子署名の代わりに管理者の電
子署名が表示されます。

• 選択した承認形態に応じて、管理者の電子署名が取り込まれる時間は異なります。以下の場合に署
名が記録されます。

• 承認形態が評価面接前に承認プロセス - 3 ステップ、評価面接後に承認プロセス - 3 ステップ、
または"承認なし、評価面接あり" プロセス - 2 ステッププロセスである場合に、管理者が従業員と
記入票を共有するとき。

• 承認形態が評価面接後に承認プロセス - 4 ステッププロセスである場合に、管理者が承認者に
記入票を送信したとき。
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• 承認形態が評価面接前に承認プロセス - 5 ステップまたは"承認なし、評価面接あり" プロセス -
4 ステッププロセスである場合に、管理者が手動で記入票を完了するとき。

関連付けられているオーディット入力が使用可能でない場合、電子署名は表示されません。

電子署名がテンプレート レベルで有効になっていない場合、代替方法として、管理者は双方の関係者の
ために記入票を印刷して、手動で署名できるようにする必要があります。

管理者評価のオーディット履歴
管理者評価のオーディット履歴では、承認形態に関するアクションが発生した日付と、アクションを実行
したユーザーが取得されます。使用している承認形態に応じて、記入票の [オーディット履歴] セクションに
は全てまたは一部のエントリが表示されます。

• 作成者 - 記入票を作成したユーザーの名前と、このアクションの日付および時刻が記録されます。こ
のエントリは、管理者評価だけでなく、パフォーマンス プロセスに含まれる全てのステップで使用でき
ます。

• 最終変更者 - 最後に記入票を更新して保存したユーザーの名前と、このアクションの日付および時
刻が記録されます。このエントリは、管理者評価だけでなく、パフォーマンス プロセスに含まれる全て
のステップで使用できます。

• 署名管理者 - (選択された承認形態に応じて) 記入票を従業員と共有した管理者、承認者に記入票
を送信した管理者、または記入票を完了した管理者の名前と、このアクションの日付および時刻が記
録されます。このエントリは、記入票のテンプレートで [電子署名] セクションが有効になっている場合
に使用できます。

• 承認者 - 記入票を受諾した従業員の名前と、このアクションの日付および時刻が記録されます。管
理者が受諾を上書きした場合は、代わりに管理者の名前が表示されます。

• 実行者 - 記入票を完了した管理者の名前と、このアクションの日付および時刻が記録されます。記
入票がシステムにより自動的に完了した場合は、代わりにシステムという文字が表示されます。

電子メール通知
ePerformance は、以下の場合に評価期間中に電子メールを送信するように設定できます。

• 従業員が自己評価を完了したとき、または管理者が管理者評価を完了したとき。

• 管理者が従業員と記入票を共有したとき。

• 管理者が従業員に受諾をリクエストしたとき。

• 従業員が記入票を受諾したとき。
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電子メールの受信者は、電子メール通知内のリンクから記入票にアクセスできます。従業員が記入票の
[従業員コメント] セクションに追加のコメントを記入した場合、そのコメントが電子メールの内容として表
示されます。

評価面接前に承認プロセス - 5 ステップ
画像: 評価面接前に承認プロセス - 5 ステップ

次の図は、5 ステップで構成される "評価面接前に承認" プロセス フローを示しています。

次の表では、このプロセスのフローについて説明し、このプロセスで管理者評価と従業員評価に表示さ
れるアクション ボタンの可能状況とこのプロセス中のステータス変更を示します。

アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

1. 管理者が記入票に評価レベルとコメントを追加します。
完了したら、管理者は [承認者に送信] ボタンをクリックし
て記入票を承認者に送信します。

管理者がアクションを確認します。

承認者に送信 (変更前) 評価進行中

(変更後) 承認 - 送信済

2. 承認チェーン内の各担当者が記入票を承認します。記
入票ステータスが適宜変更されます。

注: パフォーマンス記入票に対して電子メール承認トラン
ザクションが有効な場合は、承認者に電子メール メッセー
ジが送信され、承認者はここから記入票を承認または却
下できます。

- (変更後) 承認 - 承認済

3. 管理者は承認された記入票を開き、[従業員と共有] ボ
タンをクリックして従業員と記入票を共有します。

管理者がアクションを確認します。

従業員と共有 (変更後) 従業員と共有
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アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

4. 管理者と従業員が面接を行い、記入票について話し合
います。

次に、管理者は [受諾のリクエスト] ボタンをクリックして、
評価について話し合ったことの受諾を従業員に求めま
す。

管理者がアクションを確認します。

受諾のリクエスト (変更後) 保留通知

5. 次に、以下の 2 つのうちのいずれかが行われます。

• (記入票テンプレートで [従業員コメント] セクション
が有効な場合) 従業員が最終的なコメントを追加
し、[受諾] ボタンをクリックして記入票を受諾します。

• 管理者が [受諾の上書き] ボタンをクリックして、受諾
を上書きします (たとえば、従業員が受諾を行えない
場合など)。

従業員 (または管理者) がアクションを確認します。

該当する場合は、担当者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

(従業員用) 受諾

(管理者用) 受諾の上書き

(変更後) 承認済

管理者が [完了] ボタンをクリックして、評価を終了しま
す。

管理者がアクションを確認します。

記入票ステータスが完了に変更されます。さらに、該当す
る場合は、管理者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

完了 (変更後) 完了

注: 承認が却下されると、管理者評価の記入票ステータスが評価進行中に変わります。記入票の承認が
却下されたことを示すメッセージが評価に表示されます。管理者は、必要に応じて記入票を更新し、再び
承認のために送信する必要があります。
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評価面接前に承認プロセス - 3 ステップ
画像: 評価面接前に承認プロセス - 3 ステップ

次の図は、3 ステップで構成される "評価面接前に承認" プロセス フローを示しています。

次の表では、このプロセスのフローについて説明し、このプロセスで管理者評価と従業員評価に表示さ
れるアクション ボタンの可能状況とこのプロセス中のステータス変更を示します。

アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

1. 管理者が記入票に評価レベルとコメントを追加します。
完了したら、管理者は [承認者に送信] ボタンをクリックし
て記入票を承認者に送信します。

管理者がアクションを確認します。

承認者に送信 (変更前) 評価進行中

(変更後) 承認 - 送信済

承認チェーン内の各担当者が記入票を承認します。記入
票ステータスが適宜変更されます。

- (変更後) 承認 - 承認済

2. 管理者は承認された記入票を開き、[従業員と共有] ボ
タンをクリックして従業員と記入票を共有します。

管理者がアクションを確認します。

該当する場合は、管理者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

従業員と共有 (変更後) 従業員と共有
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アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

3. 管理者と従業員が面接を行い、記入票について話し合
います。

次に、以下の 2 つのうちのいずれかが行われます。

• (記入票テンプレートで [従業員コメント] セクション
が有効な場合) 従業員が最終的なコメントを追加
し、[受諾] ボタンをクリックして記入票を受諾します。

• 管理者が [受諾の上書き] ボタンをクリックして、受諾
を上書きします (たとえば、従業員が受諾を行えない
場合など)。

従業員 (または管理者) がアクションを確認します。

該当する場合は、担当者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

(従業員用) 受諾

(管理者用) 受諾の上書き

(変更後) 承認済

記入票ステータスが完了に設定されます。 - (変更後) 完了

評価面接後に承認プロセス - 4 ステップ
画像: 評価面接後に承認プロセス - 4 ステップ

次の図は、4 ステップで構成される "評価面接後に承認" プロセス フローを示しています。

次の表では、このプロセスのフローについて説明し、このプロセスで管理者評価と従業員評価に表示さ
れるアクション ボタンの可能状況とこのプロセス中のステータス変更を示します。



評価面接および承認の管理 第14章

320 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

1. 管理者が記入票に評価レベルとコメントを追加します。
終了したら、管理者は [従業員と共有] ボタンをクリックし
て従業員と記入票を共有します。

管理者がアクションを確認します。

従業員と共有 (変更前) 評価進行中

(変更後) 従業員と共有

2. 管理者と従業員が面接を行い、記入票について話し合
います。

次に、管理者は [受諾のリクエスト] ボタンをクリックして、
評価について話し合ったことの受諾を従業員に求めま
す。

管理者がアクションを確認します。

受諾のリクエスト (変更後) 保留通知

3. 次に、以下の 2 つのうちのいずれかが行われます。

• (記入票テンプレートで [従業員コメント] セクション
が有効な場合) 従業員が最終的なコメントを追加
し、[受諾] ボタンをクリックして記入票を受諾します。

• 管理者が [受諾の上書き] ボタンをクリックして、受
諾を上書きします (たとえば、従業員が受諾を行えな
い場合など)。

従業員 (または管理者) がアクションを確認します。

ステータスが承認済に変更されます。さらに、該当する場
合は、担当者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

(従業員用) 受諾

(管理者用) 受諾の上書き

(変更後) 承認済

4. 管理者は記入票を開き、[承認者に送信] ボタンをク
リックします。

管理者がアクションを確認します。

該当する場合は、管理者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

承認者に送信 (変更後) 承認 - 送信済

承認チェーン内の各担当者が記入票を承認します。

承認が完了すると、記入票ステータスが完了に変更され
ます。

- (変更後) 完了

注: 承認が却下されると、管理者評価の記入票ステータスが評価進行中に変わります。記入票の承認が
却下されたことを示すメッセージが評価に表示されます。管理者は、必要に応じて記入票を更新し、再び
承認のために送信する必要があります。
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評価面接後に承認プロセス - 3 ステップ
画像: 評価面接後に承認プロセス - 3 ステップ

次の図は、3 ステップで構成される "評価面接後に承認" プロセス フローを示しています。

次の表では、このプロセスのフローについて説明し、このプロセスで管理者評価と従業員評価に表示さ
れるアクション ボタンの可能状況とこのプロセス中のステータス変更を示します。

アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

1. 管理者が記入票に評価レベルとコメントを追加します。
終了したら、管理者は [従業員と共有] ボタンをクリックし
て従業員と記入票を共有します。

管理者がアクションを確認します。

該当する場合は、管理者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

従業員と共有 (変更前) 評価進行中

(変更後) 保留通知
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アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

2. 管理者と従業員が面接を行い、記入票について話し合
います。

次に、以下の 2 つのうちのいずれかが行われます。

• (記入票テンプレートで [従業員コメント] セクション
が有効な場合) 従業員が最終的なコメントを追加
し、[受諾] ボタンをクリックして記入票を受諾します。

• 管理者が [受諾の上書き] ボタンをクリックして、受
諾を上書きします (たとえば、従業員が受諾を行えな
い場合など)。

従業員 (または管理者) がアクションを確認します。

該当する場合は、担当者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

(従業員用) 受諾

(管理者用) 受諾の上書き

(変更後) 承認済

3. 管理者は記入票を開き、[承認者に送信] ボタンをク
リックします。

管理者がアクションを確認します。

承認者に送信 (変更後) 承認 - 送信済

承認チェーン内の各担当者が記入票を承認します。

承認が完了すると、記入票ステータスが完了に変更され
ます。

- (変更後) 完了

"承認あり、評価面接なし" プロセス
画像: "承認あり、評価面接なし" プロセス

次の図は、"承認あり、評価面接なし" プロセス フローを示しています。

次の表では、このプロセスのフローについて説明し、このプロセスで管理者評価と従業員評価に表示さ
れるアクション ボタンの可能状況とこのプロセス中のステータス変更を示します。
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アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

1. 管理者が記入票に評価レベルとコメントを追加します。
完了したら、管理者は [承認者に送信] ボタンをクリックし
て承認プロセスを開始します。

管理者がアクションを確認します。

承認者に送信 (変更前) 評価進行中

(変更後) 承認 - 送信済

2. 承認チェーン内の各担当者が記入票を承認します。

承認が終了すると、記入票ステータスが承認 - 承認済に
変更されます。

- (変更後) 承認 - 承認済

3. 管理者が [完了] ボタンをクリックして、評価を手動で
終了します。

管理者がアクションを確認します。

記入票ステータスが完了に設定されます。

完了 (変更後) 完了

注: 承認が却下されると、管理者評価の記入票ステータスが評価進行中に変わります。記入票の承認が
却下されたことを示すメッセージが評価に表示されます。管理者は、必要に応じて記入票を更新し、再び
承認のために送信する必要があります。

"承認なし、評価面接あり" プロセス - 4 ステップ
画像: "承認なし、評価面接あり" プロセス - 4 ステップ

次の図は、4 ステップで構成される "承認なし、評価面接あり" プロセス フローを示しています。

次の表では、このプロセスのフローについて説明し、このプロセスで管理者評価と従業員評価に表示さ
れるアクション ボタンの可能状況とこのプロセス中のステータス変更を示します。
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アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

1. 管理者が記入票に評価レベルとコメントを追加します。
終了したら、管理者は [従業員と共有] ボタンをクリックし
て従業員と記入票を共有します。

管理者がアクションを確認します。

従業員と共有 (変更前) 評価進行中

(変更後) 従業員と共有

2. 管理者と従業員が面接を行い、記入票について話し
合います。

次に、管理者は [受諾のリクエスト] ボタンをクリックして、
評価について話し合ったことの受諾を従業員に求めま
す。

管理者がアクションを確認します。

受諾のリクエスト (変更後) 保留通知

3. 次に、以下の 2 つのうちのいずれかが行われます。

• (記入票テンプレートで [従業員コメント] セクション
が有効な場合) 従業員が最終的なコメントを追加
し、[受諾] ボタンをクリックして記入票を受諾します。

• 管理者が [受諾の上書き] ボタンをクリックして、受
諾を上書きします (たとえば、従業員が受諾を行えな
い場合など)。

従業員 (または管理者) がアクションを確認します。

該当する場合は、担当者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

(従業員用) 受諾

(管理者用) 受諾の上書き

(変更後) 承認済

4. 管理者が [完了] ボタンをクリックして、評価を終了しま
す。

管理者がアクションを確認します。

記入票ステータスが完了に設定されます。さらに、該当す
る場合は、管理者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

完了 (変更後) 完了
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"承認なし、評価面接あり" プロセス - 2 ステップ
画像: "承認なし、評価面接あり" プロセス - 2 ステップ

次の図は、2 ステップで構成される "承認なし、評価面接あり" プロセス フローを示しています。

次の表では、このプロセスのフローについて説明し、このプロセスで管理者評価と従業員評価に表示さ
れるアクション ボタンの可能状況とこのプロセス中のステータス変更を示します。

アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

1. 管理者が記入票に評価レベルとコメントを追加します。
終了したら、管理者は [従業員と共有] ボタンをクリックし
て従業員と記入票を共有します。

管理者がアクションを確認します。

該当する場合は、管理者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

従業員と共有 (変更前) 評価進行中

(変更後) 保留通知
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アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

2. 管理者と従業員が面接を行い、記入票について話し
合います。

次に、以下の 2 つのうちのいずれかが行われます。

• (記入票テンプレートで [従業員コメント] セクション
が有効な場合) 従業員が最終的なコメントを追加
し、[受諾] ボタンをクリックして記入票を受諾します。

• 管理者が [受諾の上書き] ボタンをクリックして、受
諾を上書きします (たとえば、従業員が受諾を行えな
い場合など)。

従業員 (または管理者) がアクションを確認します。

該当する場合は、担当者の電子署名が記録されます。

「電子署名セクションでの管理者と従業員の署名」も参
照してください。

(従業員用) 受諾

(管理者用) 受諾の上書き

(変更後) 承認済

記入票ステータスが完了に設定されます。 - (変更後) 完了

"承認なし、評価面接なし" プロセス
画像: "承認なし、評価面接なし" プロセス

次の図は、"承認なし、評価面接なし" プロセス フローを示しています。

次の表では、このプロセスのフローについて説明し、このプロセスで管理者評価と従業員評価に表示さ
れるアクション ボタンの可能状況とこのプロセス中のステータス変更を示します。
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アクション 使用可能なアクション ボタン 記入票ステータス

1. 管理者が記入票に評価レベルとコメントを追加しま
す。終了したら、管理者が [完了] ボタンをクリックして評
価を終了します。

管理者がアクションを確認します。

完了 (変更前) 評価進行中

(変更後) 完了

記入票ステータスが完了に設定されます。 - -

評価面接の実施

このトピックでは、評価面接の実施に使用するページについて説明します。

評価面接の実施に使用するページ
ページ名 定義名 用途

<管理者または自己> 評価ページ EP_APPR_MAIN1 記入票テンプレート レベルで指定した承
認形態に基づいて、管理者評価を完了
します。

関連リンク
記入票データの入力について
フィードバック統合について

記入票の承認

このセクションでは、以下の方法について説明します。

• 承認対象の記入票の選択

• 記入票の承認

• 承認トランザクションのエラーの解決

• 承認の委任
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記入票の承認に使用するページ
ページ名 定義名 用途

承認対象トランザクションの選択ページ EP_APPRAISL_APPR
_L

記入票の承認または却下を行う従業員を選択しま
す。

承認ステータス サマリの照会ページ EP_APPRAISL_APPR
_L

従業員とその承認ステータスのリストが表示されま
す。

記入票の承認ページ EP_APPRAISAL_EE 記入票を承認または却下します。

関連リンク
承認ステータスの照会

承認対象トランザクションの選択ページ
承認対象トランザクションの選択ページ (EP_APPRAISL_APPR_L) を使用して、記入票を承認または却
下する従業員を選択します。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票の承認], [承認対象トランザクションの選択]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [記入票の承認], [承認対象トランザクションの選択]

画像: 承認対象トランザクションの選択ページ

次の例では、承認対象トランザクションの選択ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページを使用すると、承認が必要な記入票を表示できます。この承認対象トランザクションの選択
ページには、まだ承認していない記入票のみが表示されますが、それ以外は記入票承認ステータス サマ
リの照会ページと同じ内容です。記入票承認ステータス サマリの照会ページには、ユーザーが承認担当者
または作成者である全ての記入票がリストされます。
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記入票の承認ページ
記入票の承認ページ (EP_APPRAISAL_EE) を使用して記入票を承認、または承認を却下します。

ナビゲーション

従業員名のリンクをクリックして、承認対象トランザクションの選択ページで記入票を開きます。

画像: 記入票の承認ページ (1/2)

次の例では、記入票の承認ページ (1/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

画像: 記入票の承認ページ (2/2)

次の例では、記入票の承認ページ (2/2) のフィールドおよびコントロールを説明します。

ユーザーは、承認リクエストに対して受信する電子メール通知から直接、記入票を承認または却下するこ
ともできます。

「電子メールからの記入票の承認」も参照してください。

記入票詳細 このリンクをクリックすると、管理者記入票ページが表示専用
モードでモーダル ウィンドウに表示されます。このページには、統
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合済みの記入票が全ての評価者のコメントと共に表示されま
す。

処理詳細 承認プロセスについての詳細情報を表示します。

評価承認チェーン 承認プロセス内の承認担当者とそのステータスを表示します。
名前のリンクをクリックすると、承認担当者の詳細情報を含む
新規のブラウザ ウィンドウが開きます。

コメント 記入票の承認理由や却下理由などのコメントを入力します。

承認 トランザクションを承認するには、このボタンをクリックします。

却下 トランザクションを却下するには、このボタンをクリックします。

記入票承認サマリ クリックして承認対象トランザクションの選択ページに戻ります。

承認トランザクションのエラーの解決
エラーが発生し、対象の承認担当者にトランザクションが送信できない場合は、承認プロセス定義に従っ
てトランザクションは自動的に人事部門担当者に送信されます。人事部門担当者は、承認のモニター
(PTAF_ADMIN_MON) コンポーネントを使用してトランザクションを確認し、承認または却下するか、ある
いは適切な承認担当者に再度割り当てることができます

Administering ApprovalsApplication Fundamentalsを参照してください。

承認の委任
人事部門担当者および管理者は、休暇欠勤中に ePerformance 記入票を他のユーザーが承認できるよう
委任することができます。

「委任の利用」を参照してください。

個人プロファイルの更新

このトピックでは、個人プロファイルの更新プロセスの概要について説明します。

個人プロファイルの更新プロセスについて
記入票が完了すると、パフォーマンス記入票またはキャリア開発記入票の情報で従業員の個人プロファ
イルを更新できるようになります。従業員の個人プロファイルを更新する手順は以下のとおりです。

1. テンプレート定義 - 構成ページの [プロファイル管理] タブで、該当ロールの [個人プロファイルの更
新] チェック ボックスがオンかどうかがチェックされます。
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2. [個人プロファイルの更新] チェック ボックスがオンの場合は、更新する必要のある従業員のプロファ
イル タイプが識別されます。プロファイルが存在しない場合は、従業員に対して新規のプロファイル
が作成されます。

3. 各セクションの全ての項目が従業員のプロファイルにコピーされます。
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第15章

管理タスクの実行

管理タスクの遂行

この章では、管理タスクの概要および ePerformance で各種管理タスクを遂行する方法について説明し
ます。

管理タスクの遂行に使用するページ
ページ名 定義名 用途

記入担当の移管ページ EP_APPR_SELECT 担当を他の管理者に移管する記入票を選択します。

移管の確認ページ EP_APPR_XFER 他の管理者に記入票を移管するかどうかを確認しま
す。

記入票の再オープン ページ EP_APPR_SELECT 現在評価フェーズにある記入票のステータスを評価進
行中に戻します。

記入票の再オープンの確認ページ EP_APPR_STATUS 選択した記入票に対するステータス変更を確認しま
す。

記入票のキャンセル ページ EP_APPR_SELECT 記入票をキャンセルします。

キャンセルの確認ページ EP_APPR_CANCEL 記入票をキャンセルするかどうかを確認します。

記入票の削除ページ EP_APPR_SELECT 以前にキャンセルした記入票を削除します。

削除の確認ページ EP_APPR_DELETE 記入票を削除するかどうかを確認します。

管理タスクについて
このセクションでは、次のトピックについて説明します。

• 移管

• ステータス変更

• キャンセル

• 削除
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• 暫定評価

注: 一連の評価プロセスとは別に、特定の管理タスクを実行することができます。一般に、人事部門担当
者は、直属の部下ではない 1 つまたは複数の従業員グループの記入票に対しこれらの管理タスクを実
行します。一方、管理者は、直属の部下またはそのグループの記入票に対してのみ管理タスクを実行しま
す。

移管

従業員の異動や組織変更など、記入票の担当者を他の管理者に移管する必要がある場合があります。
人事部門担当者は、キャンセル以外のステータスにある全ての記入票を移管できます。管理者は、現在担
当している記入票のうち、完了とキャンセル以外のステータスにある記入票のみを移管できます。

記入票が移管されると、新しい管理者には記入期間中にある従業員の記入票の担当になったことが自
動的に通知されます。

ステータス変更

タスクが実行されると、(記入票に含まれる) 個別評価のステータスが変更されます。これらのタスクに
は、従業員や管理者の評価の開始または完了、各種アクション ボタンをクリックして実行する、従業員と
の評価の共有、受諾リクエストの送信、評価の受諾などが該当します。さらに、管理者は、記入票の [再
オープン] ボタンまたはリンクをクリックすることによって、完了済の従業員/同僚評価のステータスを変更
することもできます。この場合、個別評価のステータスが完了から評価進行中に戻ります。管理者および
ePerformance 管理者が [再オープン] ボタンを使用できるのは、自分が担当者でない評価についての
みです (管理者は自分自身の評価を再オープンすることはできません)。また、記入票全体のステータス
が評価進行中で、評価ステータスが完了またはキャンセルになっている必要があります。管理者が記入票の
ステータスを評価進行中より後のステータスにすると、従業員評価は再オープンできなくなります。

しかし、管理者または ePerformance 管理者による記入票全体のステータスの変更が必要な場合もあり
ます。記入票のステータスの変更は、[管理タスク] メニューの下にあるページを使用して行います。記入票
のステータスは、処理中にのみ変更できます。

管理者は、次のステータスの記入票を全て評価進行中に変更することができます。

• 従業員と共有

• 保留通知

• 承認済

• 承認 (承認ステータスが送信済または承認済の場合)

ePerformance 管理者は、上記の全てのステータスに加え、キャンセルおよび完了ステータスにある記入票
を評価進行中に変更できます。

記入票のステータスが完了またはキャンセルから評価進行中に変更された場合、その記入票は全ての承
認キューから削除され、従業員からアクセス不可になります。ステータスが完了から評価進行中に変更され
た場合、その記入票の、評価者の指名、指名状況の追跡、評価者評価の確認の各ステップも、評価進行
中に変更されます。
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完了済の評価から任務プロファイル マネージャ (JPM) に転送されたコンピテンシー レベルは元に戻され
ます。記入票を再び "完了" にするには、管理者は記入票の各ステータスを順番に実行し直す必要があり
ます。

キャンセル

ePerformance では、管理者および ePerformance 管理者による記入票のキャンセルが可能です。管理者
は、ステータスが "評価要素の定義"、"進捗追跡"、または "評価進行中" の記入票をキャンセルできま
す。ePerformance 管理者は、まだキャンセルされていない全ての記入票をキャンセルできます。

キャンセルされた記入票は、非アクティブになります。記入票をキャンセルしても、システムから削除され
るわけではありません。キャンセルされた記入票は、単にキャンセルとしてマークされ、最新の記入票ペー
ジの代わりに記入票履歴ページに表示されるようになります。

システムでのプロファイル管理の更新時には、キャンセルされた全ての記入票が削除され、プロファイル
管理ビジネス プロセスが更新されます。

削除

キャンセルされた記入票は物理的にシステムから削除されるわけではありません。そのた
め、ePerformance には、記入票およびそれに伴う完了済評価を全て完全にシステムから削除することが
できる削除機能が用意されています。ePerformance 管理者はキャンセルされた全ての記入票を削除で
きる一方、管理者は自分がキャンセルした記入票のみを削除できます。

暫定評価

管理者は、従業員に対する暫定評価を入力することができます。また、記入票のステータスが評価進行
中、評価要素の定義、および進捗追跡の間はいつでも、これらの評価を変更することができます。暫定評価
には、[総合評価] セクションに定義されている評価モデルが使用されます。また、暫定評価は評価分布
表の表示 (EP_DISTRIB_SUM) レポートの作成に使用されます。このレポートでは、評価レベルが希望ど
おりに分布しているかどうかの分析を行います。従業員は暫定評価の表示は行えません。

「記入票データの入力について」を参照してください。

雇用終了従業員の勤務記入票の自動キャンセル
HR システムにおいて職員の職務が終了するとき、それらの従業員に対して現在処理中の
ePerformance 記入票は必要でなくなるため、人事部門担当者または管理者がそれらを全てキャンセルし
ます。これらの記入票を手動でキャンセルしたり、不要な記入票に関するコメントを入力する時間を節約
するために、ePerformance には、HR システムで雇用終了になった従業員の処理中の記入票を全て自動
的にキャンセルできるプロセスが用意されています。

ePerformance では、イベント フレームワークの AssignmentTerminated イベントを利用して、記入票キャン
セル プロセスがサポートされます。この機能の新しいハンドラがイベントに追加されています。自動キャ
ンセル プロセス (EP_CANCEL_DOC) が ePerformance ページで有効化されているものと仮定します。
従業員が雇用終了になり、HR システムの HR ステータスが非アクティブになった場合、その更新によって
AssignmentTerminated イベントがトリガされます。このイベントにより、雇用終了従業員の処理中の全て
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の記入票が識別され、それらがキャンセルされ、キャンセルについてその従業員の管理者に通知されま
す。

従業員の雇用終了が将来の日付になっている場合、雇用終了日にキャンセル プロセスが実行されるよ
うに、プロセス スケジューラでジョブがスケジュールされます。未処理の記入票は全て雇用終了日付で
キャンセルされます。

上記のとおり、このプロセスは ePerformance ページで有効にすることができます。人事部門担当者は、最
新の記入票を全てキャンセルするか、特定の記入票タイプに関連付けられている記入票のみをキャンセ
ルするかをシステム構成で指定することもできます。記入票のキャンセルに関する通知オプションが有効
になっている場合、管理者はキャンセルされた記入票に関する通知を受け取ります。

注: この機能を利用するには、PeopleSoft HR と ePerformance の両方が同じデータベース上に存在する
必要があります。
記入票キャンセル プロセスでは、雇用終了従業員の処理中の記入票がキャンセルされるだけでなく、従
業員が関与している評価 (同僚や他者の評価など)、従業員に対して作成された保留中の承認リクエス
ト、および従業員の未処理の Outlook タスクも全てキャンセルされます。

管理者の雇用終了

雇用終了従業員が、直属部下を持つ管理者である場合、自動キャンセル プロセスでは、従業員としての
管理者自身の記入票のみがキャンセルされ、直属部下の記入票は変更されません。雇用終了が予定さ
れている人事部門担当者や管理者は、実際の雇用終了が発生する前または後 (人事部門担当者のみ)
に、その直属部下の最新の記入票を別の管理者に手動で移管することをお勧めします。

記入担当の移管ページ
記入担当の移管ページ (EP_APPR_SELECT) を使用して、担当を他の管理者に移管する記入票を選択
します。
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ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [記入担当の移管], [記入担
当の移管]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [記入担当の移管], [記入担当の移管]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管理タスク], [記入担当の移
管], [記入担当の移管]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管理タスク], [記入担当の移管], [記入担
当の移管]

画像: 記入担当の移管ページ

次の例では、記入担当の移管ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

上に示す ePerformance 管理者ビューでは、記入票の管理者が誰であるかにかかわらず、記入票を選択
して担当を移管することができます。

管理者が対応不可の場合 (配置転換や休職が発生した場合や、なんらかの理由で管理者が記入票を
完了できない場合など)、この機能を使用して評価する終了することがあります。1 つ以上の検索フィール
ドに入力して、検索を絞り込むことができます。

人事部門担当者が条件を入力せずに [検索] をクリックした場合、組織内の最初の 300 件の従業員評
価が表示されます。

管理者の場合、移管可能な記入票は、自分が担当しているものに限られます。管理者はその他の記入
票を検索できません。1 つ以上の記入票を選択して [続行] をクリックすると、移管の確認ページが表示さ
れます。

移管の確認ページ
移管の確認ページ (EP_APPR_XFER) を使用して、他の管理者に記入票を移管するかどうかを確認しま
す。
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ナビゲーション

記入担当の移管ページで 1 つ以上の記入票を選択して、[続行] ボタンをクリックします。

画像: 移管の確認ページ

次の例では、移管の確認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

管理者を選択 このリンクをクリックして、記入票の移管先の管理者を選択
し、[保存] をクリックします。

記入票の再オープン ページ
記入票の再オープン ページ (EP_APPR_SELECT) を使用して、現在評価フェーズにある記入票のステー
タスを評価進行中に戻します。
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ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [記入票の再オープン], [記
入票の再オープン]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [記入票の再オープン], [記入票の再オー
プン]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管理タスク], [記入票の再
オープン], [記入票の再オープン]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管理タスク], [記入票の再オープン], [記
入票の再オープン]

画像: 記入票の再オープン ページ

次の例では、記入票の再オープン ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

管理者用のリストには、ステータスが承認、従業員と共有、保留通知、または承認済の全ての記入票を表示
できます。

記入票のステータスを評価進行中に戻すには、1 つ以上の記入票を選択し、[続行] ボタンをクリックしま
す。ステータス変更の確認ページが表示されるので、ステータス変更を実行するか、ステータス変更を行わ
ずに前のページに戻るかを選択します。

注: 記入票の再オープン ページでステータスが変更されるのは、記入票全体のステータスと管理者評価
のステータスだけです。各評価における個別評価のステータスについては、管理者または人事部門担当
者が必要に応じて変更する必要があります。

記入票の検索

このページの人事部門担当者ビューでは、従業員の名と姓、管理者の名と姓、記入票タイプ、記入票ス
テータス、期間の検索フィールドが表示され、検索対象を絞り込むことができます。管理者は、数種のス
テータス (説明文に記載) の記入票を再オープンできるのに対し、人事部門担当者は、それらのステータ
スに加え、キャンセルおよび完了の記入票を再オープンできます。

関連リンク
記入票のプロセス管理
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記入票のキャンセル ページ
記入票のキャンセル ページ (EP_APPR_SELECT) を使用して、記入票をキャンセルします。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [記入票のキャンセル], [記
入票のキャンセル]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [記入票のキャンセル], [記入票のキャン
セル]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管理タスク], [記入票のキャ
ンセル], [記入票のキャンセル]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管理タスク], [記入票のキャンセル], [記
入票のキャンセル]

画像: 記入票のキャンセル ページ

次の例では、記入票のキャンセル ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

人事部門担当者は、キャンセルされていない全ての記入票をキャンセルできるのに対し、管理者は、ス
テータスが "評価要素の定義"、"進捗追跡"、または "評価進行中" の記入票のみをキャンセルできます。

記入票の検索

ePerformance 管理者は、このグループ ボックスを使用して、記入票の管理者が誰であるかにかかわら
ず、まだキャンセルされていない記入票を検索することができます。条件を入力せずに [検索] をクリック
した場合、組織内の全ての従業員評価が表示されます。

管理者としてログインしている場合、このページにこのグループ ボックスは表示されません。

[パフォーマンス記入票] または [キャリア開発記入票]

このグループ ボックスには検索の結果が表示されます。人事部門担当者または管理者は、1 つ以上の
記入票を選択できます。キャンセルが完了すると、システムによってユーザーに通知され、確認ページが表
示されます。
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記入票の削除ページ
記入票の削除ページ (EP_APPR_SELECT) を使用して、以前にキャンセルした記入票を削除します。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [記入票の削除], [記入票の
削除]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [記入票], [管理タスク], [記入票の削除], [記入票の削除]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管理タスク], [記入票の削
除], [記入票の削除]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [管理タスク], [記入票の削除], [記入票の
削除]

画像: 記入票の削除ページ

次の例では、記入票の削除ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ePerformance 管理者ビューでは、ステータスがキャンセルの全ての記入票を削除できます。1 つ以上の検
索フィールドに選択条件を入力して、検索を絞り込むことができます。データを何も入力せずに [検索] をク
リックした場合、ステータスがキャンセルの全ての従業員評価が表示されます。

管理者の場合、自分が担当している記入票で、ステータスが "キャンセル" になっているものだけが表示
されます。検索フィールドを使用することはできません。

1 つ以上の記入票を選択して [続行] をクリックすると、削除の確認ページが表示されます。

記入票のプロセス管理

このセクションでは、記入票のプロセス管理の概要と、プロセス管理に使用するページについて説明しま
す。
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記入票のプロセス管理に使用するページ
ページ名 定義名 用途

パフォーマンス記入票の表示ページ

(記入票の表示 (参照のみ))

EP_APPR_SELECT パフォーマンス記入票を表示する場合に
選択します。

「最新のパフォーマンス記入票ページま
たは最新のキャリア開発記入票ページ、
あるいはパフォーマンス記入票ページま
たはキャリア開発記入票ページ」を参照
してください。

キャリア開発記入票の表示ページ

(記入票の表示 (参照のみ))

EP_APPR_SELECT キャリア開発記入票を表示する場合に
選択します。

「最新のパフォーマンス記入票ページま
たは最新のキャリア開発記入票ページ、
あるいはパフォーマンス記入票ページま
たはキャリア開発記入票ページ」を参照
してください。

記入票のプロセス管理について
ePerformance 管理者ロールの場合、あらゆるステータスの全ての記入票を確認することができます。ま
た、記入票のステータスや期日を変更することができます。これは、従業員や管理者がタスクを完了でき
なかったときのための "安全弁" です。

この処理を行うには、次の手順に従います。

1. 人事部門担当者として記入票を表示または更新する場合、記入票の表示ページのいずれか (パ
フォーマンスまたはキャリア開発) で選択条件を入力し、結果リストから表示する記入票を選択しま
す。

2. ステップの下にある [表示] リンクをクリックすると、変更が必要な、対応する記入票または評価が開
きます。

詳細を確認できるステップは、開始済のものだけです。

3. 記入票に対するタスクを実行します。

実行可能なタスクは、記入票またはロール評価のステータスによって変わります。実行可能なタスクに
は、以下のものがあります。

• 期日を変更します。

• 記入票または評価を再オープンします。

• 評価をキャンセルします。
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人事部門担当者として記入票の選択、記入票詳細の確認、およびタスクの実行を行う手順は、他のロー
ルの場合の手順と同じです。

関連リンク
記入票へのアクセス
評価基準の修正

ビジネス目標ページの作成

このトピックでは、ビジネス目標ページの管理の概要、このトピックで扱う共通の要素、およびビジネス目
標ページを作成する方法について説明します。

ビジネス目標ページの作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ビジネス目標の作成 - 目標プランの選択ページ EPO_PLAN_SELECT 目標プランのビジネス目標を作成します。

ビジネス目標の作成ページ EPO_CREATE_PAGE ビジネス目標ページの作成に使用する基準を入
力します。

目標ページの作成 - 確認ページ EPO_CREATE_RSLTS 作成プロセスの結果を表示し、目標ページが作
成されたことを確認します。

ビジネス目標ページの作成について
このセクションでは、次のトピックについて説明します。

• プロセスの概要。

• 人事部門担当者ロール。

• 管理者ロール。

プロセスの概要

目標ページの管理は、人事部門担当者と目標ページ オーナーの間で共有できます。目標ページ オーナー
とは通常、組織内の特定のレベルで目標を管理する役員または管理者です。

目標ページの作成後は、目標ページ オーナーと同様、人事部門担当者もこれを更新できます。組織の上
層部では、その責務は人事部門担当者や管理職役員補佐が担当しますが、組織の下位のプロセスで
は、個々のオーナー自身がページを更新することが多くなります。

どちらのロールでも目標ページを更新できます。このため、ページ オーナーには一部の管理機能へのアク
セス権があります。
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人事部門担当者ロール

プランを設定し、テンプレートを完了してビジネス目標ノードを確認したら、人事部門担当者がテンプレート
からページを作成し、そのページを管理します。これらのトランザクションには、目標ページを更新、表示、
およびパブリッシュする機能が含まれています。

PeopleSoft では、目標の機能をサポートする権限リストを作成しています。この権限リストは [目標ページ
の管理] と呼ばれ、以下のトランザクションが含まれています。

• 目標ページの作成。

• 目標ページの管理 (更新)。

• 目標ページのパブリッシュ。

PeopleSoft では、この権限リストを ePerformance HR 管理者ロールに追加しています。このロールでは、
全ての日常業務の ePerformance アクティビティを[人材開発], [パフォーマンス管理] で管理します。この
ロールを使用して、このセクションで説明する新規ページへのアクセスが許可されます。

注: ビジネス目標ページを作成するには、最初に "ビジネス目標ノードの設定" ページを使用してノードを
設定する必要があります。

「ビジネス目標ノードの設定」を参照してください。

管理者ロール

ページが作成され、ページ オーナーが設定されたら、各ページ オーナーはその目標ページにアクセスし、目
標を追加および更新する必要があります。また、その他の目標ページを作成した場合も、そのページにア
クセスできるようになります。

Oracle では、ePerformance 管理者権限リスト (HCCPSS2150) が変更され、目標機能をサポートするよう
になりました。この権限リストには、[目標ページの更新] と [目標ページの表示] のトランザクションが含ま
れています。

このセクションで使用する共通フィールド
目標プラン ページの作成、パブリッシュ、または更新に使用する目標プラン

を選択します。プランを選択したら、このフィールドが多数のペー
ジに表示専用で表示されます。アクティブのステータスのプラン
のみが表示されます。

テンプレート 目標ページの作成に使用するテンプレートを選択します。テンプ
レートを選択したら、このフィールドが多数のページに表示専用
で表示されます。目標プラン日付時点で有効なテンプレートの
みが表示されます。
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ビジネス目標の作成 - 目標プランの選択ページ
ビジネス目標の作成 - 目標プランの選択ページ (EPO_PLAN_SELECT) を使用して、目標プランのビジ
ネス目標を作成します。

ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [ビジネス目標], [ビジネス目標の作成], [ビジネス目標の作成] - [目
標プランの選択]

画像: ビジネス目標の作成 - 目標プランの選択ページ

次の例では、ビジネス目標の作成 - 目標プランの選択ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。

目標ページを作成する目標プランに関連するリンクをクリックします。

ビジネス目標の作成ページ
ビジネス目標の作成ページ (EPO_CREATE_PAGE) を使用して、ビジネス目標 ページの作成に使用す
る基準を入力します。
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ナビゲーション

ビジネス目標の作成 - 目標プランの選択ページで、ビジネス目標ページを作成する目標プランに関連付
けられているリンクをクリックします。

画像: ビジネス目標の作成ページ

次の例では、ビジネス目標の作成ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ホームページ作成詳細

テンプレート 目標ページの作成に使用するテンプレートを選択します。目標プ
ラン日付時点で有効なテンプレートのみが表示されます。

パブリケーション期日 ページ オーナーがそれまでにページを完成し、パブリケーション
のために送信する日付を入力します。

[担当者を部門管理者に設定] または
[担当者をポジション管理者に設定]

このフィールドは、選択した目標プランに関連する階層方式に
基づいて変更されます。このチェック ボックスをオンにして、
ページ オーナーを部門管理者またはポジション管理者に割り当
てます。

部門選択

目標プラン ページで階層方式として [部門] を選択した場合、以下のフィールドがグリッドに表示されま
す。

セット ID ページを作成する部門のセット ID を入力または選択します。

部門 部門 ID を入力または選択します。目標プランの発効日時点で
有効な、アクティブな部門のみが表示されます。
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目標ページの作成 クリックすると、[部門選択] グリッドで選択した部門の目標ペー
ジを作成します。目標ページの作成 - 確認ページが表示されま
す。このページでは、どのページが作成され、どのページが作成
されていないかを把握できます。

ポジション選択

目標プラン ページで階層方式として [ポジション] を選択した場合、次のフィールドがグリッドに表示されま
す。

ポジション番号 ポジション番号を入力または選択します。目標プランの発効日
時点で有効な、アクティブなポジションのみが表示されます。

ポジション番号 ポジションを選択すると、ポジション名が表示されます。

目標ページの作成 クリックすると、[ポジション選択] グリッドで選択したポジショ
ンの目標ページを作成します。目標ページの作成 - 確認ページ
が表示されます。このページでは、どのページが作成され、どの
ページが作成されていないかを把握できます。

目標ページの作成 - 確認ページ
目標ページの作成 - 確認ページ (EPO_CREATE_RSLTS) を使用して作成プロセスの結果を表示し、目
標ページが作成されたことを確認します。

ナビゲーション

ビジネス目標の作成ページで [目標ページの作成] ボタンをクリックします。

画像: 目標ページの作成 - 確認ページ

次の例では、目標ページの作成 - 確認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

[目標ページの作成] ボタンをクリックすると、このページに作成された目標ページ、および失敗した目標
ページとその問題を示すメッセージが表示されます。部門階層とポジション階層に同じページが使用され
ます。
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[部門] を選択すると、[選択済み部門] グループ ボックスが表示されます。このボックスには [セット
ID]、[部門]、[説明]、[ページ オーナー] および [メッセージ] が表示されます。個々の見出しでは、このペー
ジに作成されていないページも表示されます。

ビジネス目標の管理

このトピックでは、ビジネス目標の管理方法について説明します。

ビジネス目標の管理に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ビジネス目標の管理 - 目標プランの選択ペー
ジ

EPO_PLAN_
SELECT

人事部門担当者が目標ページの目標プランを選択し
て更新します。

ビジネス目標の管理 - ビジネス目標の選択
ページ

EPO_PAGE_
SELECT

人事部門担当者が特定の目標プランのビジネス目標
を検索して更新または表示します。

自分の目標の管理 - ビジネス目標の選択
ページ

EPO_PAGE_
SELECT

管理者が目標を更新または表示します。

目標の表示ページ EPO_PAGE_
SELECT

従業員が目標を表示します。

目標の更新 - <部門またはポジション> ペー
ジ

EPO_MAIN 事前にコード化された項目または自由形式の項目を
該当セクションで更新または追加し、ページに一覧表
示されている目標に関連付けます。変更を加えた後、
保存、キャンセル、プレビュー、パブリケーション申請、ビ
ジネス目標ページの担当者へのメッセージ送信、およ
び別の目標の表示 (組織図を起動して、ビジネス目標
を設定した部門を検索) といった各種操作を行うこと
もできます。

目標の表示 - <目標の名前> ページ EPO_MAIN ビジネス目標に関連付けられている部門、期間、目標
プラン、目標担当者、タイトル、およびテンプレート ID
を確認します。ユーザーは、アイコンをクリックして、ペー
ジに一覧表示されている組織目標に関連する番号従
業員を表示したり、リンクをクリックして組織図を起動
し、ビジネス目標を設定した部門を検索することもで
きます。

ビジネス目標の管理 - 目標プランの選択ページ
人事部門担当者の場合、ビジネス目標の管理 - 目標プランの選択ページ (EPO_PLAN_SELECT) を使
用して、目標ページの目標プランを選択して更新します。
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ナビゲーション

[人材開発][パフォーマンス管理][ビジネス目標][ビジネス目標の管理][ビジネス目標の管理 - 目標プラ
ンの選択]

画像: ビジネス目標の管理 - 目標プランの選択ページ

次の例では、ビジネス目標の管理 - 目標プランの選択ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。

注: このページは人事部門担当者に固有のものであり、管理者や従業員には適用されません。

目標プラン 検索対象の目標プランを開き、目標を選択して更新または表示
する場合にクリックします。

ビジネス目標の管理 - ビジネス目標の選択ページ
人事部門担当者の場合、ビジネス目標の管理 - ビジネス目標の選択ページ (EPO_PAGE_SELECT) を
使用して、特定の目標プランのビジネス目標を検索して更新または表示します。
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ナビゲーション

• ビジネス目標の管理 - ビジネス目標の選択ページ (EPO_PLAN_SELECT) にある目標プラン リンク
をクリックします。

• [管理者セルフサービス][パフォーマンス管理][ビジネス目標][自分の目標の管理][自分の目標の管
理 - ビジネス目標の選択]

画像: ビジネス目標の管理 - ビジネス目標の選択ページ

次の例では、ビジネス目標の管理 - ビジネス目標の選択ページのフィールドおよびコントロールを説明し
ます。

注: このページは、人事部門担当者が [人材開発] ナビゲーション パスを使用してこのページにアクセス
したときに表示される内容を例示しています。[管理者セルフサービス] パスまたは [セルフサービス] パス
を使用する管理者や従業員に表示されるページは、少し異なっています。人事部門担当者は、ステータス
に関係なく、全てのビジネス目標を更新および表示できます。管理者は、自分が担当し、ステータスがパブ
リッシュ済のビジネス目標を更新および表示できます。従業員は、自分の直属管理者が担当し、ステータ
スがパブリッシュ済のビジネス目標を表示できます。
このページの名前は、管理者の場合は自分の目標の管理 - ビジネス目標の選択、従業員の場合は目標の表
示に変わります。

検索条件

このセクションは、ページの人事部門担当者ビューでのみ使用可能です。

[ポジション] または [部門] 検索対象のページに関連付けられている部門またはポジション
を入力または選択します。

目標担当者 検索対象の目標の担当者を選択します。
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ステータス 次の値の中から 1 つ選択します。

• 処理中 - 割当済

• 処理中 - 未割当

• パブリッシュ済

• パブリッシュ可能

検索 クリックすると、検索条件と一致するページのリストが生成され
ます。

ビジネス目標

更新 目標の更新 - <部門またはポジション> ページに更新モードでア
クセスする場合にクリックします。ページにアクセスする前に、ビ
ジネス目標ページに設定する新規有効日を指定する必要があ
ります。

表示 目標の表示ページに表示専用モードでアクセスする場合にク
リックします。

目標の更新 - <部門またはポジション> ページ
目標の更新 - <部門またはポジション> ページ (EPO_MAIN) を使用して、事前にコード化された項目また
は自由形式の項目を該当セクションで更新または追加し、ページに一覧表示されている目標に関連付け
ます。
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ナビゲーション

• 自分の目標の管理 - ビジネス目標の選択ページで、[更新] リンクをクリックします。目標ページに設
定する新規有効日を選択します (管理者の場合)。

• 自分の目標の管理 - ビジネス目標の選択ページで、目標プランを選択します。ビジネス目標の検索
条件を入力し、更新対象の目標の [更新] リンクをクリックします (人事部門担当者の場合)。

画像: 目標の更新 - <部門またはポジション> ページ (1/3)

次の例では、目標の更新 - <部門またはポジション> ページ (1/3) のフィールドおよびコントロールを説明
します。

画像: 目標の更新 - <部門またはポジション> ページ (2/3)

次の例では、目標の更新 - <部門またはポジション> ページ (2/3) のフィールドおよびコントロールを説明
します。
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画像: 目標の更新 - <部門またはポジション> ページ (3/3)

次の例では、目標の更新 - <部門またはポジション> ページ (3/3) のフィールドおよびコントロールを説明
します。

履歴の表示 ドロップダウン リスト ボックスから日付を選択し、[移動] をクリッ
クして別バージョンのページを表示します。目標の表示ページが
ブラウザで開き、選択したバージョンの目標が表示されます。

代替編集者 代替編集者の役割を担う別の従業員を選択し、その従業員に
目標の確認および更新を許可します。

コメント ページ上の目標に関連するコメントや、加える、または提案する
変更に関するコメントを入力します。

プレビュー 目標の表示ページ (表示専用モード) にアクセスするには、この
ボタンをクリックします。目標の更新ページに入力した情報が新
しいページに表示され、ページがパブリッシュされたときに他の
ユーザーに対してどのように表示されるかを事前に確認できま
す。

パブリケーション用に送信 目標をパブリケーションの対象として送信するには、このボタン
をクリックします。目標の更新 - パブリケーション用の送信の確
認ページが表示されます。[OK] をクリックすると、ページがパブ
リケーション対象として送信されます。ステータスの変更後は、
実際にパブリッシュされるまで、目標ページを更新することはで
きません。

別の目標の表示 ビジネス目標の検索ページにアクセスするには、このリンクをク
リックします。このページは目標チャートとして表示されます。こ
のページを使用して、ビジネス目標を設定した部門またはポジ
ションを検索します。

ロング フォーマット 現在の表示をタブ フォーマットからロング フォーマットに変更す
る場合にクリックします。このボタンは、目標テンプレートで指定
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されている表示タイプがロング フォーマットでない場合に表示さ
れます。

タブ フォーマット 現在の表示をロング フォーマットからタブ フォーマットに変更す
る場合にクリックします。このボタンは、目標テンプレートで指定
されている表示タイプがロング フォーマットでない場合に表示さ
れます。

 関連項目 [関連項目] アイコンをクリックすると、アイコンに関連付けられ
ている項目に関連する番号従業員が表示されます。

<目標名> 追加 項目の追加ページにアクセスするには、このリンクをクリックしま
す。自由形式の項目を入力することも、コンテンツ カタログ内の
コード化された項目を入力することもできます。終了したら、[次]
ボタンをクリックして続行します。

 関連チェーン
目標関連チェーン ページにアクセスし、企業や部門の目標と項
目の関連性を確認するには、[関連チェーン] アイコンをクリック
します。

 目標の詳細
項目に関連する詳細 (タイトル、説明、評価尺度など) を示す
ページにアクセスするには、[目標の詳細] アイコンをクリックしま
す。

目標の表示 - <目標の名前> ページ
目標の表示 - <目標の名前> ページ (EPO_MAIN) を使用して、ビジネス目標に関連付けられている部
門、期間、目標プラン、目標担当者、タイトル、およびテンプレート ID を確認します。
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ナビゲーション

• 自分の目標の管理 - ビジネス目標の選択ページにある [表示] リンクをクリックします。

• 目標の表示ページにある [表示] リンクをクリックします。

画像: 目標の表示 - <目標の名前> ページ

次の例では、目標の表示 - <目標の名前> ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

注: このページは、人事部門担当者が [人材開発] ナビゲーション パスを使用してこのページにアクセス
したときに表示される内容を例示しています。[セルフサービス] パスを使用する従業員に表示されるペー
ジは、少し異なっています。たとえば、[関連項目] アイコンと [戻る] ボタンは従業員には表示されません。

HCM Options PageApplication Fundamentals で [セルフサービスで表示] オプションが有効化されてい
る場合、従業員の写真がこのページに表示されます。

戻る ビジネス目標の選択ページに戻るには、このボタンをクリックし
ます。

別の目標の表示 ビジネス目標の検索ページにアクセスするには、このリンクをク
リックします。このページは目標チャートとして表示されます。こ
のページを使用して、ビジネス目標を設定した部門またはポジ
ションを検索します。

 関連項目 [関連項目] アイコンをクリックすると、<セクション名> ページ (
EPO_ALIGN_SUM) でアイコンに関連付けられている項目に
関連する番号従業員が表示されます。
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ビジネス目標のパブリッシュ

このトピックでは、ビジネス目標のパブリッシュ方法について説明します。

ビジネス目標のパブリッシュに使用するページ
ページ名 定義名 用途

ビジネス目標のパブリッシュ - 目標プランの選択
ページ

EPO_PLAN_SELECT パブリッシュする目標ページの検索。

ビジネス目標のパブリッシュ - パブリッシュするペー
ジの選択ページ

EPO_PAGE_SELECT パブリッシュする目標ページを検索する検索
条件を入力します。

ビジネス目標のパブリッシュ - パブリケーションの確
認ページ

EPO_PAGE_PUBLISH 目標ページのパブリッシュ。

ビジネス目標のパブリッシュ - 目標プランの選択ページ
ビジネス目標のパブリッシュ - 目標プランの選択ページ (EPO_PLAN_SELECT) を使用して、パブリッ
シュする目標ページを検索します。

ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [ビジネス目標], [ビジネス目標のパブリッシュ], [ビジネス目標のパ
ブリッシュ - 目標プランの選択]

画像: ビジネス目標のパブリッシュ - 目標プランの選択ページ

次の例では、ビジネス目標のパブリッシュ - 目標プランの選択ページのフィールドおよびコントロールを説
明します。

目標ページをパブリッシュする対象の目標プランと関連付けられているリンクを選択します。
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ビジネス目標のパブリッシュ - パブリッシュするページの選択ページ
ビジネス目標のパブリッシュ - 選択ページ (EPO_PAGE_SELECT) を使用して、パブリッシュする目標
ページを検索する検索条件を入力します。

ナビゲーション

ビジネス目標のパブリッシュ - 目標プランの選択ページで、目標ページをパブリッシュする対象の目標プ
ランと関連付けられているリンクを選択します。

画像: ビジネス目標のパブリッシュ - パブリッシュするページの選択ページ

次の例では、ビジネス目標のパブリッシュ - パブリッシュするページの選択ページのフィールドおよびコン
トロールを説明します。

セット ID 部門階層の場合、ページが作成される部門のセット ID を入力
または選択します。

部門またはポジション ページが作成される部門またはポジションを入力するか、選択
します。

検索 クリックすると、検索条件と一致するページのリストが生成され
ます。

続行 パブリッシュするページを選択し、このボタンをクリックして、ビジ
ネス目標のパブリッシュ - パブリケーションの確認ページに進み
ます。

注: ページがパブリッシュされると、組織内の全ての人が表示で
きるようになります。

ビジネス目標のパブリッシュ - パブリケーションの確認ページ
ビジネス目標のパブリッシュ - パブリケーションの確認ページ (EPO_PAGE_PUBLISH) を使用して、目標
ページをパブリッシュします。
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ナビゲーション

ビジネス目標のパブリッシュ - パブリッシュするページの選択ページで、目標ページをパブリッシュする対
象の目標を選択して、[続行] ボタンをクリックします。

ページのパブリッシュ クリックすると、電子メール通知が生成され、インストール時に (
HCM 基本設定、インストール、製品別設定、ePerformance イン
ストール、目標ページ) "目標ページ" ページで選択したインストー
ル オプションに基づいて個人に送信されます。

ePerformance インストール - "目標ページ" ページで、[最初のパ
ブリケーション時のみ通知] を選択した場合は、目標ページが初
めてパブリケーションされるときにのみ、通知が送信されます。そ
の後のビジネス目標のパブリケーションに対しては通知は送信
されません。

目標項目の継承

このトピックでは、継承プロセスの概要および目標項目の継承方法について説明します。

目標項目の継承に使用するページ
ページ名 定義名 用途

目標の選択ページ EPO_SEL_OBJ ビジネス目標ページから個人のパフォーマンス記入票へ継承す
る目標項目を選択します。

記入票パラメータ ページ EPO_DOC_PARM ビジネス目標項目を継承する ePerformance 記入票パラメータを
選択します。

継承プロセスについて
このセクションでは、以下の事項について説明します。

• プロセスの概要。

• 項目が更新されます。

プロセスの概要

ePerformance では、管理者はビジネス目標ページから個人のパフォーマンス記入票に目標を継承できま
す。このプロセスは、目標項目を個人のパフォーマンス記入票に一括して挿入する場合に役立ちます。

影響を受ける記入票の数は、継承される項目の組織階層によって異なります。たとえば、CEO または取
締役副社長レベルから目標を継承すると、規模の大きい組織では数千の記入票に影響します。
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システムでデータベースが実際に更新される前に、更新対象の記入票のリストを確認するため、管理者
はプレビュー モードで継承プロセスを実行できます。管理者が目標の選択ページで [継承アイテムのプ
レビュー] オプションをオンにすると、レポートは生成されますが、項目は実際には記入票に継承されませ
ん。

項目が継承されると、記入票には組織ページに関連する項目と、その項目を継承した元の目標が表示さ
れます。

項目の更新

管理者が確認プロセスを実行すると、記入票に継承された目標項目の詳細が格納されます。他の記入
票に継承された項目については、ePerformance では必須項目として扱われ、ユーザー (管理者、従業員、
およびその他の評価者) は項目を削除したり、継承したフィールドを更新したりできません。

目標に対して変更を加え、ページを再パブリッシュすると、目標項目はパブリケーション プロセス中に自
動的に実行されるシンジケート プロセスによって記入票にシンジケートされます。

評価ステータスが評価要素の定義または進捗追跡の場合、該当する記入票内で項目が更新されます。評
価ステータスが評価進行中の場合、項目の継承先のそれぞれの評価で項目が更新されます。

管理者は、プロセスを実行する前に次の 2 つのページを完了しておく必要があります。

• 目標の選択:

管理者はこのページを使用して、目標のページを選択します。次に、(複数ある場合は) セクションを選
択します。また、このページでプロセスをプレビューまたは確認するかどうかを示すこともできます。管
理者がページ情報を入力した後は、選択したページとセクションから項目が表示されます。管理者は
このページから、継承する項目を選択できます。

• 記入票パラメータ:

プロセスを実行する前に、管理者は項目の継承先の ePerformance 記入票パラメータを選択します。
管理者は目標プランと関連する記入票タイプを選択します。目標プランの期間日付から、期間開始
日と終了日が自動的に入力されます。ただし、これらの日付が記入票の日付と一致しない場合は、
管理者が上書きできます。必要に応じて、期間終了日を入力せずに、現在の日付より前の開始日以
降に開始する記入票を全て選択することもできます。セクション名は、目標項目が継承される記入票
のセクションを指定します。管理者はここから、継承する元の項目の開始レベルを選択できます。

注: このプロセスは、採用日を使用してパフォーマンス評価を実行する組織では同じように機能しま
せん。

管理者がプロセスを実行すると、管理者が入力した ePerformance 記入票パラメータを使用して、従業員
の全ての記入票が選択されます。管理者が [継承アイテムの確認] オプションをオンにしたとすると、目
標セクションとコンテンツ タイプが同じ評価要素の定義、進捗追跡、または評価進行中のステータスのいず
れかの記入票に対して項目が継承されます。項目の継承先の全ての従業員を選択方法に表示するレ
ポートが作成されます。項目が継承されなかった全ての従業員、および継承されなかった理由を選択方
法に表示するレポートも作成されます。
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注: 記入票のステータスがキャンセル済の場合、項目は継承されません。

目標の選択ページ
目標の選択ページ (EPO_SEL_OBJ) を使用して、ビジネス目標ページから個人のパフォーマンス記入票
へ継承する目標項目を選択します。

ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [ビジネス目標], [目標アイテムの継承], [目標の選択]

画像: 目標の選択ページ

次の例では、目標の選択ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

目標プラン 従業員の記入票に継承するオブジェクト項目を含む目標プラ
ンを選択します。ページがリフレッシュされ、プランが部門階層に
基づいている場合は [セット ID] と [部門 ID] フィールドが表示
されます。

目標プランがポジション ID に関連する場合は、[セット ID] と
[部門 ID] の代わりにこのフィールドが表示されます。

セット ID 目標プランに関連付けられているセット ID が自動的に入力さ
れます。ただし、必要に応じて別のセット ID を選択できます。

部門 ID 目標プランに関連付けられている部門 ID を入力します。

ポジション ID 目標プランに関連付けられているポジション ID を入力します。
目標プランがポジション ID に関連する場合は、[セット ID] と
[部門 ID] の代わりにこのフィールドが表示されます。

継承実行タイプ プロセスの結果をプレビューしても、記入票パラメータ ページで
選択した記入票に項目を継承しない場合は、[継承アイテムの
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プレビュー] を選択します。記入票への項目の継承を実行する
場合は、[継承アイテムの確認] を選択します。このオプションの
デフォルト値は、[継承アイテムのプレビュー] です。

セクション タイプ 組織に継承する目標プランに関連するセクション タイプを選択
します。

[ページ タイトル] および [ページ オー
ナー]

[ポジション ID] フィールドまたは [部門 ID] フィールドの値を選
択すると、ページ タイトルとページ オーナーが表示されます。

セクション <名前> [セクション タイプ] フィールドの値を選択すると、目標プランと
セクションに関連付けられている目標のリストが表示されます。
記入票パラメータ ページで選択する記入票に継承する目標を
選択します。

記入票パラメータ ページ
記入票パラメータ ページ (EPO_DOC_PARM) を使用して、ビジネス目標項目を継承する ePerformance
記入票パラメータを選択します。

ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [ビジネス目標], [目標アイテムの継承], [記入票パラメータ]

画像: 記入票パラメータ ページ

次の例では、記入票パラメータ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

記入票タイプ 目標の選択ページで選択した目標プランに関連する記入票タ
イプを選択します。

セクション タイプ 目標項目を継承するセクション タイプを選択します。ドロップダ
ウン リスト ボックスには、目標ページのセクションと同じコンテ
ンツ タイプのセクションが全て表示されます。

[期間開始日] および [期間終了日] 目標プランの期間日付から、期間開始日と終了日が自動的に
入力されます。ただし、これらの日付が記入票の日付と一致し
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ない場合は上書きできます。ここで入力した日付は、範囲内の
記入票の選択に使用されます。

管理者 ID このフィールドによって、従業員記入票の入力の設定を開始
する管理者が決定されます。管理者の直属部下を決定するた
め、ePerformance で使用される直属部下のメソッドが参照され
ます。

既存の項目を上書き 項目を継承する記入票に既に存在する項目を上書きする場合
は、このチェック ボックスをオンにします。

継承レベル [1 つ] または [全て] を選択して、選択した記入票に項目を継承
するレベル数を示します。

[全て] を選択すると、その管理者の全ての直属部下または間接
的部下の記入票に項目が継承されます。[1 つ] を選択すると、
管理者の直属部下の記入票にのみ項目が継承されます。

ビジネス目標の管理

このトピックでは、ビジネス目標を管理する方法について説明します。

ビジネス目標の管理に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ビジネス目標の割当/転送 - 目標プランの
選択ページ

EPO_PLAN_SELECT ビジネス目標を割り当てる、または転送する目標プラン
を選択します。

ビジネス目標の割当/転送ページ EPO_PAGE_SELECT 目標ページをオーナーに割り当てるか、割当済みの目標
ページのオーナーシップを別のオーナーに転送します。

目標ステータスの管理 - 目標プランの選択
ページ

EPO_PLAN_SELECT ビジネス目標を処理する目標プランを選択します。

目標ステータスの管理ページ EPO_PAGE_SELECT ビジネス目標で、目標の削除、非アクティブ化、ロック、
再アクティブ化、ロック解除のアクションを実行します。

最終目標の確認 - 目標プランの選択ペー
ジ

EPO_PLAN_SELECT 最終ビジネス目標を確認する目標プランを選択します。

最終目標の確認ページ EPO_PAGE_SELECT パブリッシュされておらず、パブリッシュ期日が今日より
前の日付の目標を検索します。

ステータス別目標の確認 - 目標プランの選
択ページ

EPO_PLAN_SELECT 最終ビジネス目標を (ステータス別に) 確認する目標プ
ランを選択します。
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ページ名 定義名 用途

ステータス別目標の確認ページ EPO_PAGE_SELECT ステータス別目標の確認

処理中 - 割当済、処理中 - 未割当、非アクティブ、パブリッ
シュ済、および パブリッシュ可能のいずれかのステータスの
目標ページを検索できます。

このセクションで使用する共通フィールド
部門 アクションを管理する対象の部門を選択します。

目標担当者 アクションを管理する対象の目標担当者を選択します。

ステータス 検索結果をフィルタするには、次のいずれかのステータスを選
択します。

• 処理中 - 割当済

• 処理中 - 未割当

• 非アクティブ

• パブリッシュ済

• パブリッシュ可能

注: ステータスを選択しない場合、検索をクリックしたときにス
テータスに関係なく、全ての目標が表示されます。また、全ての
ページでの検索に一部のステータスは使用できません。

選択 アクションを開始する目標に関連するチェック ボックスをオン
にします。

続行 目標を 1 つ以上選択した後、このボタンをクリックして使用可能
な次のページに進み、実行するアクションをページ オーナーに通
知します。目標ページを別のオーナーに割り当てる場合、オーナー
を検索し、選択できるページが表示されます。

ビジネス目標の割当/転送ページ
ビジネス目標の割当/転送ページ (EPO_PAGE_SELECT) を使用して、目標ページをオーナーに割り当て
るか、割当済みの目標ページのオーナーシップを別のオーナーに転送します。
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ナビゲーション

ビジネス目標の割当/転送 - 目標プランの選択ページの目標プランをクリックします。

画像: ビジネス目標の割当/転送ページ

次の例では、ビジネス目標の割当/転送ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

アクション このうちのいずれかのアクションを選択し、検索条件を入力して
[検索] をクリックして目標のリストを表示します。

• ビジネス目標の転送

• 目標オーナーの割当

注: [目標オーナーの割当] アクションを選択した場合、[目標担当
者] フィールドおよび [ステータス] フィールドが無効になります。

目標ステータスの管理ページ
目標ステータスの管理ページ (EPO_PAGE_SELECT) を使用して、ビジネス目標で目標の削除、非アク
ティブ化、ロック、再アクティブ化、ロック解除のアクションを実行します。
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ナビゲーション

目標ステータスの管理 - 目標プランの選択ページの目標プランをクリックします。

画像: 目標ステータスの管理ページ

次の例では、目標ステータスの管理ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

アクション このうちのいずれかのアクションを選択し、検索条件を入力して
[検索] をクリックして目標のリストを表示します。

• ビジネス目標を削除

• 非アクティブの目標

• 目標をロック

• 目標の再アクティブ化

• 目標のロックを解除

注: [目標の再アクティブ化] を選択すると、ステータスとして自動
的に非アクティブが選択されます。

最終目標の確認ページ
最終目標の確認ページ (EPO_PAGE_SELECT) を使用して、パブリッシュされておらず、パブリッシュ期
日が今日より前の日付の目標を検索します。
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ナビゲーション

目標ステータスの管理 - 目標プランの選択ページの目標プランをクリックします。

画像: 最終目標の確認ページ

次の例では、最終目標の確認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

[最終目標の確認] アクションを選択し、検索条件を入力して [検索] をクリックして目標のリストを表示しま
す。

注: このアクションでは、[目標担当者] フィールドおよび [ステータス] フィールドが無効になります。

ステータス別目標の確認ページ
ステータス別目標の確認ページ (EPO_PAGE_SELECT) を使用して、ステータス別に目標を確認します。
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ナビゲーション

ステータス別目標の確認 - 目標プランの選択ページの目標プランをクリックします。

画像: ステータス別目標の確認ページ

次の例では、ステータス別目標の確認ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

[ステータス別目標の確認] アクションを選択し、検索条件を入力して [検索] をクリックして目標のリストを
表示します。

目標サマリ データの作成

このトピックでは、目標のサマリ データの作成方法について説明します。

目標サマリ データの作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

目標サマリ データの作成ページ EPO_OBJ_ALIGN_EXT ビジネス目標メトリックに関連する従業員の生成に使用され
る、目標プラン別データを抽出します。

目標サマリ データの作成ページ
目標サマリ データの作成ページ (EPO_OBJ_ALIGN_EXT) を使用して、ビジネス目標メトリックに関連す
る従業員の生成に使用される、目標プラン別データを抽出します。
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ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [ビジネス目標], [目標サマリ データの作成], [目標サマリ データの作
成]

画像: 目標サマリ データの作成ページ

次の例では、目標サマリ データの作成ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

目標サマリ データを作成する目標プランを選択して、[実行] をクリックします。

ビジネス目標ノードの設定

このトピックでは、ビジネス目標ノードを設定する方法について説明します。

注: ビジネス目標ページを作成する前に、ビジネス目標ページを配置するノード (部門またはポジション)
を設定する必要があります。

ビジネス目標ノードの設定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ビジネス目標ノードの設定 - 目標プランの選
択ページ

EPO_PLAN_SELECT ノードの設定に必要な目標プランを選択しま
す。

ビジネス目標ノードの設定ページ EPO_PAGE_SETUP ビジネス目標ページを配置するノードを設定し
ます。

ビジネス目標ノードの設定 - 目標プランの選択ページ
ビジネス目標ノードの設定 - 目標プランの選択ページ (EPO_PLAN_SELECT) を使用してノードの設定に
必要な目標プランを選択します。
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ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [ビジネス目標], [目標ノードの設定], [ビジネス目標ノードの設定 - 目
標プランの選択]

画像: ビジネス目標ノードの設定 - 目標プランの選択ページ

次の例では、ビジネス目標ノードの設定 - 目標プランの選択ページのフィールドおよびコントロールを説明
します。

ビジネス目標ノードの設定に必要な目標プランと関連付けられているリンクをクリックします。ビジネス目
標ノードの設定ページが表示されます。

ビジネス目標ノードの設定ページ
ビジネス目標ノードの設定ページ (EPO_PAGE_SETUP) を使用してビジネス目標ページを配置するノード
を設定します。
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ナビゲーション

ノードの設定に必要な目標プランと関連付けられているリンクを選択します。

画像: ビジネス目標ノードの設定ページ

次の例では、ビジネス目標ノードの設定ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

部門 ノードの設定対象の部門またはポジションを選択します。

検索 部門またはポジションを選択した後、このボタンをクリックする
と、対象の部門と直属部下が表示されます。

ドリル アップ クリックすると、最初に選択した部門またはポジションを直属お
よびその下位の部下とする部門またはポジションと子ノードが
表示されます。

 チャートの表示
[チャートの表示] アイコンをクリックすると、ビジネス目標の検索
ページにアクセスします。ここには、ビジネス目標ページのある
部門またはポジションがグラフィカルに表示されます。

選択 ビジネス目標ページを配置するノードのチェック ボックスをオン
にします。

ドリル ダウン クリックすると、[管理者名] 列にリストされている管理者の直属
部門またはポジションとその子ノードが表示されます。
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プラン ノードの確認 このボタンをクリックして目標ページの確認ページにアクセスし、
目標プランに割り当てられたノードを表示します。このページに
は部門 ID またはポジション、職務名、および管理者名が表示
されます。

目標バッチ処理の再実行

このトピックでは、目標バッチ処理の再実行方法について説明します。

バッチ処理の再実行に使用するページ
ページ名 定義名 用途

バッチ処理の再実行ページ EPO_BATCH_RESTART 通知およびシンジケート バッチ処理を再実行します。

バッチ処理の再実行ページ
バッチ処理の再実行ページ (EPO_BATCH_RESTART) を使用して、通知およびシンジケート バッチ処理
を再実行します。

ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [ビジネス目標], [バッチ処理の再実行], [バッチ処理の再実行]

画像: バッチ処理の再実行ページ

次の例では、バッチ処理の再実行ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

1 つ以上の処理を選択し、[送信] ボタンをクリックします。

レポートの作成

このトピックでは、ePerformance のレポートの概要、レポート作成の事前設定、およびレポート作成方法に
ついて説明します。
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レポートの作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

記入票未作成者一覧ページ RUNCTL_EP_RPT 記入票未作成者一覧を作成します。

記入期日遅延者一覧ページ RUNCTL_EP_RPT 記入期日遅延者一覧を作成します。

ePerformance のレポートについて
ePerformance では、人事部門担当者が、期日に遅れていたり未作成の記入票を追跡管理する際に役立
つ以下のレポートを用意しています。

• 記入票未作成者一覧

このレポートには、指定したグループ ID、記入票タイプ、および期間のグループにおいて、記入票が未
作成の従業員の一覧が表示されます。人事部門が基準評価分布率を定義している場合、記入票が
作成されているかどうかを把握しておくことが重要になります。グループの従業員全員の記入票が作
成され、記入期間内に評価が済んでいないと、評価分布レポートの信頼性は低下してしまうからで
す。

• 記入期日遅延者一覧

指定したグループに対して、記入票タイプごとに記入票の期日に遅れている従業員の一覧を作成し
ます。現在の日付が記入票の期日を過ぎている場合、記入票に遅延のフラグが立てられ、その記入
票の従業員はレポートの遅延者一覧に表示されます。キャンセルされた記入票はこのレポートに含ま
れません。

レポート作成の事前設定
レポートを実行する前に、まずレポートを実行する対象の従業員グループが設定されているか確認する必
要があります。レポートは従業員グループに対して実行するため、この設定は不可欠です。

関連リンク
Understanding Group BuildApplication Fundamentals
ePerformance のレポート

記入票未作成者一覧ページ
記入票未作成者一覧ページ (RUNCTL_EP_RPT) を使用して記入票未作成者一覧のレポートを生成し
ます。
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ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [レポート], [記入票未作成者一覧], [記入票未作成者一覧]

画像: 記入票未作成者一覧ページ

次の例では、記入票未作成者一覧ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

グループ指定日 グループの指定日を入力します。

記入票未作成者一覧のレポートは、この指定日時点において
[グループ ID] フィールドで指定したグループに属している従業
員に対して作成されます。

グループ ID レポートに含める従業員グループを指定します。

記入票タイプ 四半期評価、年次評価などの記入票タイプを選択します。記入
票タイプは、記入票タイプ ページで定義します。

[開始日] および [終了日] [開始日] と [終了日] で設定した日付範囲は、[期間基準] オプ
ションと組み合わせて、レポートの対象となる記入票の選択に
使用されます。たとえば、[開始日] に 2008 年 1 月 1 日、[終了
日] に 2008 年 12 月 31 日を指定し、[期間基準] に [期間終了
日] を選択した場合、期間終了日がこの日付範囲内に該当す
る記入票のみがレポートの対象となります。

期間基準 期間基準によって、記入票未作成者一覧レポートの対象となる
記入票を選択する際に使用される管理者記入票の日付が決
定されます。次のオプションの中から 1 つを選択します。

• 期間開始日

このオプションは、指定した記入票タイプについて、期間開
始日が [開始日] フィールドと [終了日] フィールドに入力し
た日付の範囲内に含まれる記入票が作成されていない従
業員を検索する場合に選択します。

• 期間終了日
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このオプションは、指定した記入票タイプについて、期間終
了日が [開始日] フィールドと [終了日] フィールドに入力し
た日付の範囲内に含まれる記入票が作成されていない従
業員を検索する場合に選択します。

• 期日

このオプションは、指定した記入票タイプについて、期日が
[開始日] フィールドと [終了日] フィールドに入力した日付の
範囲内に含まれる記入票が作成されていない従業員を検
索する場合に選択します。

記入期日遅延者一覧ページ
記入期日遅延者一覧ページ (RUNCTL_EP_RPT) を使用して記入期日遅延者一覧のレポートを生成し
ます。

ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [レポート], [記入期日遅延者一覧], [記入期日遅延者一覧]

画像: 記入期日遅延者一覧ページ

次の例では、記入期日遅延者一覧ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

言語 作成するレポートに使用する言語を選択します。

グループ指定日 指定日を選択します。記入期日遅延者一覧のレポートは、この
指定日時点において [グループ ID] フィールドで指定したグルー
プに属している従業員に対して作成されます。

グループ ID レポートの作成対象の従業員グループの ID を入力します。

記入票タイプ 四半期評価、年次評価、プロジェクト評価などの記入票タイプ
を選択します。記入票タイプは、記入票タイプ ページで定義しま
す。

関連リンク
照会ページについて
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照会ページの使い方

照会ページについて

管理者、従業員、人事部門担当者は、それぞれ異なる照会ページにアクセスし、各自のロールにとって関
係のあるデータを参照できます。このセクションでは、以下の事項について説明します。

• 管理者用および従業員用ページ。

• 人事部門担当者用ページ。

• ページレット。

管理者用および従業員用ページ

管理者と従業員は、"完了" ステータスにある自分のパフォーマンス記入票やキャリア開発記入票の一覧
を表示し、そこから記入票の詳細情報にアクセスできます。

さらに、管理者は次のことが可能です。

• 直属部下の記入票の承認ステータスを表示します (承認ステータスの照会ページ)。

• 参照専用モードで間接的部下の記入票にアクセスします (管理者セルフサービスの記入票の表示
(参照のみ))。

• 直属部下の記入票の評価進捗状況を示すグラフにアクセスします (進捗グラフの表示ページ)。

人事部門担当者用ページ

以下は人事部門担当者用の照会ページです。

• 評価分布表の表示ページ

このページには、グループ ID で定義された従業員グループについての暫定評価、実際の評価、およ
び基準評価分布が棒グラフの形式で表示されます。人事部門担当者はこのページを使用して、評価
分布が希望に沿っているかを判断したり、実際の評価を基準評価に近づける方法を計画することが
できます。

• 評価進捗グラフの表示ページ。

このページには、従業員グループの記入票の評価進捗状況が円グラフで表示されます。

• デバッグ/トレース結果ページ。
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このページには、特定の記入票に関連する評価レベル計算の詳細が一覧表示されます。人事部門
担当者は、この情報を使用して、評価レベル計算に問題があると疑われる箇所のデバッグを行えま
す。

注: このページを使用すると、システムのパフォーマンスが著しく低下する可能性があります。

ページレット

ePerformance には次のページレットが用意されており、管理者は従業員のパフォーマンスの進捗を監視
して必要な対応を行うために必要な情報にすばやくアクセスできます。

• 従業員評価状況 - 管理者が担当している記入票に対して作成される警告を表示します。

Viewing the Employee Performance PageletPeopleSoft HCM Portal Pack を参照してください。

• チームのパフォーマンス ステータス - 管理者の組織の従業員のパフォーマンス記入票またはキャリア
開発記入票のステータスを確認します。

このページレットは、管理者ダッシュボードと PeopleSoft ホーム ページで選択できます。

My Team’s Performance Status PageletPeopleSoft eProfile Manager Desktop を参照してください

これらのページレットは、PeopleSoft アプリケーション ポータルがインストールされている場合に使用でき
ます。ホーム ページ パーソナル設定の [HCM ポータル パック] セクションなどで、これらを選択可能にす
るには、次の手順に従います。

1. [PeopleTools], [ポータル], [フォルダ/コンテンツ参照] の順にクリックします。フォルダ/コンテンツ参照
ページで [ポータル オブジェクト] リンクをクリックします。

2. フォルダ/コンテンツ参照ページで [ホームページ] リンクをクリックします。

3. フォルダ/コンテンツ参照ページで [タブ] リンクをクリックします。[マイ ページ] 行で [編集] リンクをク
リックします。

4. タブ コンテンツ ページを選択します。[HCM ポータル パック] セクションで、ホーム ページのコンテンツ
パーソナル設定でユーザーに表示するページレットを選択します。

ユーザーは (ページレット ヘッダーから) これらのページレットを作成するために使用するオプションとパラ
メータのパーソナル設定を行えます。

記入票履歴の照会

このトピックでは、記入票履歴へのアクセス方法について説明します。
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記入票履歴の照会に使用するページ
ページ名 定義名 用途

記入票履歴ページまたはキャリア開発記入票
履歴ページ

EP_APPR_SELECT 担当従業員または自分自身の完了した記入
票にアクセスします。

他者の記入票履歴ページ EP_APPR_OTH_SELECT 自分が多面評価の評価者になっている完了し
た記入票にアクセスします。

「記入票履歴ページまたはキャリア開発記入票
履歴ページ」を参照してください。

記入票履歴ページまたはキャリア開発記入票履歴ページ
記入票履歴ページまたはキャリア開発記入票履歴ページ (EP_APPR_SELECT) または他者の記入票履
歴ページ (EP_APPR_OTH_SELECT) を使用して、担当従業員、自分自身、または自分が評価者になっ
ている多面評価の、完了した記入票にアクセスします。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票], [記入票履歴], [記入票履歴]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分の記入票], [記入票履歴], [記入票履歴]

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [キャリア開発記入票], [記入票履歴], [キャリア開発
記入票履歴]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [自分のキャリア開発記入票], [記入票履歴], [キャリア開発
記入票履歴]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [他者の記入票], [記入票履歴], [他者の記入票履歴]

• [セルフサービス], [パフォーマンス管理], [他者のキャリア開発記入票], [記入票履歴], [他者の記入
票履歴]
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注: これらのページは全て表示および用途が類似しているため、ここでは記入票履歴ページについての
み説明します。

画像: 記入票履歴ページまたはキャリア開発記入票履歴ページ

次の例では、記入票履歴ページまたはキャリア開発記入票履歴ページのフィールドおよびコントロールを
説明します。

記入票履歴ページまたはキャリア開発記入票履歴ページおよび他者の記入票履歴ページは、外観と機
能が類似しています。

フィルタ条件

検索条件を入力して、リストに表示される記入票を絞り込みます。

注: このページ領域は、管理者セルフサービスからページにアクセスした場合にのみ表示されます。

[名] および [姓] アクセス対象の従業員の姓名を入力します。

[記入票タイプ] および [記入票ステータ
ス]

表示する記入票の記入票タイプとステータスを選択します。

期間 照会する記入票の期間を入力します。

[パフォーマンス記入票] または [キャリア開発記入票]

選択条件に一致する完了した記入票がリストに表示されます。表示される情報は、[氏名]、[記入票タイ
プ]、[記入票ステータス]、[期間開始]、[期間終了]、[職務名] および [評価] であり、これらは表示する特
定の記入票を識別する場合に役立ちます。リンクをクリックすると、記入票を開いて表示できます。

チームの記入票の表示

このトピックでは、直接部下および間接的部下の記入票の照会に使用するページを示します。
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このトランザクションを使用すると、管理者は、自分の組織に現在直属している従業員について、記入票
にリストされた管理者であるかどうかに関係なく、最新および過去のパフォーマンス記入票 (とキャリア開
発記入票) を全て表示できます。

チームの記入票の照会に使用するページ
ページ名 定義名 用途

記入票の表示 (参照のみ) ページ HR_DR_DIRECTREPORT 記入票を表示する従業員を選択します。

「パフォーマンス記入票の作成または
キャリア開発記入票の作成 - 従業員選
択条件ページ」を参照してください。

パフォーマンス記入票の表示ページまた
はキャリア開発記入票の表示ページ

EP_APPR_SELECT ワークセンターで選択した記入票につい
て記入票ステップとステータスを表示し
ます。

このページに [表示] リンクが表示されて
いるステップでは、そのリンクをクリック
すると、ステップの詳細を表示できます。

「最新のパフォーマンス記入票ページま
たは最新のキャリア開発記入票ページ、
あるいはパフォーマンス記入票ページま
たはキャリア開発記入票ページ」を参照
してください。

関連リンク
記入票へのアクセス

承認ステータスの照会

このトピックでは、承認ステータスの照会方法について説明します。

承認ステータスの照会に使用するページ
ページ名 定義名 用途

承認ステータス サマリの照会ページ EP_APPRAISL_APPR_L 自分が承認プロセスに関与する記入票のリス
トを表示します。

記入票承認ステータス詳細の照会ページ EP_APPRAISAL_EE 特定の記入票の承認ステータスを表示します。

関連リンク
記入票の承認
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承認ステータス サマリの照会ページ
承認ステータス サマリの照会ページ (EP_APPRAISL_APPR_L) を使用して、自分が承認プロセスに関
与する記入票のリストを表示します。

ナビゲーション

[管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [記入票承認ステータスの照会], [承認ステータス サマリ
の照会]

画像: 承認ステータス サマリの照会ページ

次の例では、承認ステータス サマリの照会ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

名前 従業員名のリンクをクリックすると、対応するトランザクション リ
クエストの詳細が表示されます。

記入票承認ステータス詳細の照会ページ
記入票承認ステータス詳細の照会ページ (EP_APPRAISAL_EE) を使用して、特定の記入票の承認ス
テータスを表示します。
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ナビゲーション

承認ステータス サマリの照会ページで、名前のリンクをクリックします。

画像: 記入票承認ステータス詳細の照会ページ

次の例では、記入票承認ステータス詳細の照会ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

記入票詳細 クリックすると、対応するパフォーマンス記入票コンテンツがモー
ダル ウィンドウで表示されます。

評価承認チェーン 記入票の承認チェーンが表示されます。このコントロールは、記
入票が承認されている場合に表示されます。

記入票承認サマリ クリックすると、承認ステータス サマリの照会ページに戻ります。

照会ページ用データの定義

このトピックでは、照会用データを定義するページの前提条件とその方法について説明します。
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照会ページ用データの定義に使用するページ
ページ名 定義名 用途

評価分布の設定ページ EP_DESIRED_DIST 選択した従業員グループに対する評価分布表を
作成するためのパラメータを定義します。

サマリ データ作成ページ RUNCTL_EP_RPT_SNAP 照会を実行する対象の記入票を含むデータを収
集するためのパラメータを定義します。これは、評
価分布表の照会ページや評価進捗グラフの照会
ページを使用する前に実行しておく必要がありま
す。

前提条件
照会を実行してレポートやグラフを生成するには、まず以下の作業を行う必要があります。

• 評価分布パラメータの定義。

基準評価分布のパラメータを定義する前に、評価分布レポートの作成対象となるグループを定義しま
す。

注: 有効性の高い評価分布情報を得るためには、全てのグループ メンバーに対して同一の評価モデ
ルと計算方法を使用する必要があります。さらに、それぞれの従業員は、記入票の評価結果分布の
対象となる 1 つのグループにのみ所属するように設定する必要があります。したがって、グループ メン
バー重複 (GBP001) レポートを使用して複数のグループに所属するメンバーを特定し、慎重に評価分
布グループを定義することが重要となります。

• サマリ データ作成 (EP_RPT_SNAP) プロセスの実行による、照会用およびレポート用各種データの収
集。

関連リンク
Understanding Group BuildApplication Fundamentals

評価分布の設定ページ
評価分布の設定ページ (EP_DESIRED_DIST) を使用して、選択した従業員グループに対する評価分布
表を作成するためのパラメータを定義します。
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ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [レポート], [評価分布の設定], [評価分布の設定]

画像: 評価分布の設定ページ

次の例では、評価分布の設定ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

基準評価分布のパラメータを定義するグループがページの上部に表示されます。

評価モデルの確認

有効性の高いレポートを作成するためには、パラメータを定義するグループの全てのメンバーに、同じ評価
モデルと計算方法を設定する必要があります。以下のフィールドで値を選択し、その設定を行います。

記入票タイプ 基準評価分布の記入票タイプを選択します。

評価モデル 基準評価分布の評価モデルを選択します。

計算方法 基準評価分布の計算方法を選択します。オプションは[平
均]、[評価ランク]、または[合計]のいずれかです。

基準評価分布

基準評価分布では、指定した従業員グループに対し、各評価レベル カテゴリまたは点数分布に含まれる
記入票の割合として望ましい値 (基準) を定義します。このグループボックスに表示されるフィールドは、
選択した計算方法によって異なります。

評価レベル 計算方法が [平均] または [評価ランク] の場合、このフィールド
には評価モデル テーブルから取得した記入票の評価レベルが
表示されます。



照会ページの使い方 第16章

384 Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

説明 計算方法が [平均] または [評価ランク] の場合に、評価レベル
の説明が表示されます。説明は評価モデル テーブルから取得
されます。

[開始点数] および [終了点数] これらのフィールドは、計算方法が [合計] の場合に表示されま
す。基準評価分布の開始点数と終了点数の値を入力します。
点数の範囲が連続するように数値を入力します。範囲間で数
値の間隔が空いたり、また重なることがないようにしてください。

基準評価分布率 計算方法が [合計] の場合に、[開始点数] と [終了点数] フィー
ルドで定義した点数の評価を受ける従業員の基準比率を入力
します。

計算方法が [平均] または [評価ランク] の場合には、[記入票
の評価] フィールドで指定した評価を受ける従業員の基準比率
を入力します。基準評価分布率の合計が 100% になるように指
定します。

例

次の例では、[基準評価分布率] フィールドが[開始点数]、[終了点数]、および [評価レベル]フィールドと共
にどのように使用されるかを示しています。

• グループ メンバーの 5% が 10 点から 20 点の範囲の評価点を受けるように基準を設定する場合に
は、[開始点数] フィールドに "10"、[終了点数] フィールドに "20"、[基準評価分布率] フィールドに "5"
を入力します。

• グループ メンバーの 5% が評価レベル "O" (outstanding) の評価を受けるように基準を設定する場合
には、評価レベル "O" の [基準評価分布率] フィールドに "5" を入力します。

サマリ データ作成ページ
サマリ データ作成ページ (RUNCTL_EP_RPT_SNAP) を使用して、照会を実行する対象の記入票を含む
データを収集するためのパラメータを定義します。
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ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [レポート], [サマリ データ作成]

画像: サマリ データ作成ページ

次の例では、サマリ データ作成ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

サマリ データの作成プロセスにより、評価分布やステータス照会ページで使用するデータが収集されま
す。このプロセスを実行するには、最低限[グループ ID] と [グループ指定日] を指定する必要があります。
データを収集するパラメータをさらに絞り込むには、他のパラメータも使用できます。

これは、評価分布表の照会ページや評価進捗グラフの照会ページを使用する前に実行しておく必要があ
ります。

グループ指定日 指定した日付時点において、[グループ ID] フィールドで定義さ
れたグループに属する従業員のサマリ データが作成されます。

記入票タイプ 四半期評価、年次評価などの記入票タイプを選択します。この
フィールドを空白にすると、全ての記入票タイプが選択されま
す。

[開始日] および [終了日] レポートに含める記入票を選択するための期間を指定する日付
を入力します。これらのフィールドは、[期間基準] での選択と連
動して機能します。

期間基準

期間開始日 記入票の期間開始日が、[開始日] と [終了日]フィールドで指
定した範囲内にある記入票のデータを取得する場合に選択しま
す。期間開始日は、記入票の期間の最初の日付を表し、記入票
作成時に設定された日付です。
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期間終了日 記入票の期間終了日が、[開始日] と [終了日] フィールドで指
定した範囲内にある記入票からデータを取得する場合に選択し
ます。期間終了日は、記入票の期間の最後の日付を表し、記入
票作成時に関連付けられた日付です。

グループ ID

グループ ID 照会データを作成する従業員に関連付けられたグループ ID を
入力します。グループ ID は PeopleSoft Enterprise HR のグルー
プ ビルド プロセスで定義します。

注: ステータス照会ページ用のデータを作成する場合は、グルー
プのメンバーに同一の承認プロセス オプションを設定すること
をお勧めします。

評価分布表の照会

このトピックでは、評価分布表の概要、前提条件、および以下の項目について説明します。

• 評価分布表の照会。

• 評価分布詳細の照会。

評価分布表の照会に使用するページ
ページ名 定義名 用途

評価分布表の表示ページ EP_DISTRIB_SUM 特定の従業員グループと記入票タイプについ
ての暫定評価、実際の評価、および基準評価
分布を表示します。

評価分布詳細ページ EP_DISTRIB_DTL 評価分布の棒グラフ上の選択された評価カテ
ゴリ、または点数分布に該当する従業員の詳
細データを表示します。

評価分布表について
評価分布表サマリ レポートの信頼性は、評価分布の対象グループの全員の記入票が既に処理中より進
んだステータスにあり、全ての記入票で総合評価レベルが入力または計算されている場合に最も高くな
ります。また、評価分布表には暫定評価が含まれるため、全ての暫定評価が記入済であることを確認す
る必要があります。
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前提条件
評価分布表を表示するには、事前に以下の作業を行う必要があります。

• 基準評価分布の定義 (評価分布の設定ページを使用)

• 評価分布作成の基となるデータの収集 (サマリ データ作成ページを使用)

評価分布表の表示ページ
評価分布表の表示ページ (EP_DISTRIB_SUM) を使用して、特定の従業員グループと記入票タイプに
ついての暫定評価、実際の評価、および基準評価分布を表示します。

ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [レポート], [評価分布表の表示], [評価分布表の表示]

画像: 評価分布表の表示ページ

次の例では、評価分布表の表示ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

グループ ID 評価結果がページに表示されている従業員のグループ ID が
表示されます。
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評価モデル 従業員のパフォーマンス評価に使用された評価モデルが表示
されます。

計算方法 評価計算に使用した計算方法が表示されます。値は、[総合評
価]、[平均] および [評価ランク] です。

注: 計算方法は、記入票テンプレートによって定義されていま
す。

最終更新 ページに表示されている記入票の評価分布データが最後に計
算された日付が表示されます。

注: データを計算するには、サマリ データの作成プロセスを実行
する必要があります。

暫定評価の合計記入票数 暫定評価が定義された記入票の合計数が表示されます。

最終評価の合計記入票数 最終の評価結果が出ている記入票の合計数が表示されます。

棒グラフのデータ

棒グラフで表示される情報は、総合評価レベルの計算に使用する計算方法によって以下のように異なり
ます。

• 計算方法が [平均] または [評価ランク] の場合:

• 縦軸は、完了している記入票の率 (パーセント値) を示します。

• 横軸は評価レベルのカテゴリを表します。例として、経営者レベル、期待以上などがあります。

• 計算方法が [合計] の場合:

• 縦軸には、評価分布の設定ページで定義された各点数範囲に該当する記入票の率 (パーセント
値) が表示されます。

• 横軸には、基準評価分布ページで定義された開始点数から終了点数までの各点数範囲が表示
されます。

どちらの計算方法を選択しても、棒グラフには、暫定評価、実際の評価 (最終評価)、基準評価が表示さ
れます。暫定評価は暫定評価ページから、実際の評価は管理者評価ページから、基準評価は基準評価
分布テーブル ページからそれぞれ取得されます。

暫定評価または実際の評価 (最終評価) を示す棒グラフをクリックすると評価分布詳細ページが表示さ
れ、クリックした評価カテゴリ、または点数分布についての詳細情報を表示できます。

関連リンク
セクションの定義
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評価分布詳細ページ
評価分布詳細ページ (EP_DISTRIB_DTL) を使用して、評価分布の棒グラフ上の選択された評価カテ
ゴリ、または点数分布に該当する従業員の詳細を表示します。

ナビゲーション

評価分布表の表示ページで棒グラフをクリックします。

画像: 評価分布詳細ページ

次の例では、評価分布詳細ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページには、評価分布表ページで選択した評価レベル カテゴリや点数分布に該当する従業員の詳
細情報がリストされます。

計算方法 総合評価の計算に使用した計算方法が表示されます。値は
[平均]、[評価ランク] および [合計] です。

承認ステータス 承認ステータスのコードは以下のとおりです。

• NREQ: 不要

• OPEN: 承認未申請

• SUBM: 承認申請済

• APRV: 承認済

• DENY: 却下
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記入票ステータス サマリの照会

このトピックでは、記入票ステータス照会ページへのアクセスの概要、前提条件、および記入票ステータス
サマリの照会方法について説明します。

記入票ステータス サマリの照会に使用するページ
ページ名 定義名 用途

進捗グラフの表示ページ EP_STATUS_SUM_MGR 管理者として、記入票ステータスごとの記入票の割
合を示す円グラフを表示します。円の各部分は記入
票のステータスを表しています。

進捗グラフの表示ページ EP_STATUS_SUM 人事部門担当者として、選択したグループについて
記入票ステータスごとの記入票の割合を示す円グ
ラフを表示します。円の各部分は記入票のステータ
スを表しています。

記入票ステータス詳細ページ EP_STATUS_DTL 記入票ステータス サマリ ページで選択した記入票
ステータスに該当する従業員のリストを表示します。
また、各従業員のステータスの詳細も確認できます。

記入票ステータス照会ページへのアクセスについて
記入票ステータス照会ページでは、グループ メンバーが同じ承認プロセスオプションを共有している必要
があります。承認プロセス オプションにより、記入票の承認が必要かどうかや、いつ承認が必要となるか
が決まります。また、これにより、記入票ステータスが完了となるまでに必要なステータスも決まります。

記入票ステータス照会ページに人事部門担当者としてアクセスするには、検索ページにグループ ID また
は記入票タイプのいずれかを入力し、記入票ステータスを照会する従業員を選択します。グループの全て
のメンバーには、同じ記入票タイプが指定されている必要があります。記入票を作成する際に複数の記
入票テンプレートが使用され、承認形態のオプションが異なる (たとえば、面接が実施される従業員と実
施されない従業員がいるなど) 場合には、レポートに選択された各記入票が完了に至るまでに経る一連
のステータスは必ずしも同一でない可能性があります。記入票ステータス サマリを表示するアクセス権を
持つ管理者の場合、ビューは自分の直属部下の記入票に限定されます。このため、チャートで表示する
記入票の記入票タイプおよび期間開始日と期間終了日を指定する必要があっても (デフォルト値が割り
当てられていない場合)、グループ ID は適用できません。

照会ページには、記入票の各ステータスの割合が正確に表示されますが、複数の承認形態オプションが
含まれている場合、記入票の完了に必要なステータスを正しく把握できないことがあります。

前提条件
照会ページを使用して記入票ステータスの表示を行う前に、サマリ データ作成ページを使用して、照会
ページで使用されるデータのスナップショットを作成する必要があります。
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進捗グラフの表示ページ
管理者または人事部門担当者として、進捗グラフの表示ページ (EP_STATUS_SUM_MGR) または進捗
グラフの表示ページ (EP_STATUS_SUM) を使用し、記入票ステータスごとの記入票の割合を示す円グ
ラフを表示します。

ナビゲーション

• [管理者セルフサービス], [パフォーマンス管理], [進捗グラフの表示], [進捗グラフの表示]

• [人材開発], [パフォーマンス管理], [レポート], [進捗グラフの表示], [進捗グラフの表示]

画像: 進捗グラフの表示ページ

次の例では、進捗グラフの表示ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

ユーザーがこのページに初めてアクセスするときには、記入票デフォルト値の割当ページで指定されたデ
フォルト値を使用して、進捗グラフが作成されます。デフォルト値を使用できない場合は、パラメータの変
更ページが表示され、ここでチャートの作成に使用するパラメータを入力します。
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このチャートは、ページレットとしても使用できます。詳細については、「照会ページについて」を参照してく
ださい。

注: 人事部門担当者は、同じ機能を [人材開発], [パフォーマンス管理], [レポート], [進捗グラフの表示]
でも使用できます。人事部門担当者バージョンのページに表示される情報は、管理者のものと多少異な
ります。人事部門担当者バージョンのチャートではパラメータのデフォルト設定を使用できないため、人事
部門担当者は、表示する進捗グラフのグループ ID および記入票タイプを選択する必要があります。管理
者バージョンのチャートの場合、グループ ID は適用できず、パラメータに一致する管理者の直属部下につ
いての記入票のみがチャートに表示されます。管理者には、期間基準も表示されません。

グループ ID サマリ結果がレンダリングされるグループ ID が表示されます。

このフィールドは、ユーザーが人事部門担当者としてこのページ
にアクセスする場合に使用できます。

記入票タイプ サマリ結果がレンダリングされる記入票タイプが表示されます。

[開始日] および [終了日] サマリ結果がレンダリングされる期間が表示されます。

パラメータの変更 クリックすると、パラメータの変更ページが開き、進捗グラフ ペー
ジに使用する異なるパラメータを選択できます。パラメータを変
更すると、EP_RPT_MGR アプリケーション エンジン プロセスが
開始され、管理者セルフサービスまたはページレットから表示可
能な進捗グラフが再ロードされます。(記入票デフォルト値の割
当ページで指定した) デフォルト値を使用してチャートを再度作
成するには、ページに表示されている [デフォルト設定を使用]
ボタンをクリックします。

この機能は、管理者セルフサービスまたはページレットから
チャートにアクセスした場合にのみ使用でき、かつ、人事部門担
当者バージョンには適用されません。

合計記入票数 評価進捗グラフに含まれている記入票の合計数が表示されま
す。

最終更新 ページに表示されている記入票ステータスのサマリ データが最
後に計算された日付が表示されます。

注: 人事部門担当者バージョンのチャート用に表示データを計
算するには、サマリ データ作成プロセスを実行する必要がありま
す。EP_RPT_MGR AE プロセスにより、管理者セルフサービス
またはページレットからアクセス可能なチャートが作成されます。

円グラフのデータ

円グラフには、指定したグループと記入票タイプに対して、現在、それぞれの記入票ステータスにある記
入票の割合が表示されます。
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円グラフの各部分をクリックすると、記入票ステータス詳細ページが表示され、選択したステータスに該当
する記入票の従業員リストを確認できます。

「記入票ステータス詳細ページ」を参照してください。

関連リンク
評価面接および承認プロセスでの記入票ステータス

記入票ステータス詳細ページ
記入票ステータス詳細ページ (EP_STATUS_DTL) を使用して、進捗グラフの表示ページで選択した記入
票ステータスに該当する従業員のリストを表示します。

ナビゲーション

進捗グラフの表示ページで円グラフの構成部分をクリックします。

画像: 記入票ステータス詳細ページ

次の例では、記入票ステータス詳細ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

このページには、進捗グラフの表示ページの円グラフで選択した部分に対応する、従業員 ID、雇用レコー
ド番号 (人事部門担当者のみ)、従業員名、期間開始日と期間終了日および承認ステータス (人事部門
担当者のみ) が表示されます。

承認ステータス 承認ステータスのコードは以下のとおりです。

• NREQ: 不要

• OPEN: 承認未申請

• SUBM: 承認申請済

• APRV: 承認済

• DENY: 却下
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このフィールドは、人事部門担当者のみが使用できます。

評価レベル計算結果の詳細の照会

このトピックでは、デバッグ/トレース ログの概要、前提条件、およびデバッグ/トレース ログの表示方法につ
いて説明します。

デバッグ/トレース ログの表示に使用するページ
ページ名 定義名 用途

ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページ EP_DEBUG 記入票の計算結果の詳細を表示し、計
算のデバッグまたはトレースをする場合に
使用します。

ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページ (印刷バー
ジョン)

EP_DEBUG_PRNT 印刷しやすいように、全ての計算結果情
報を 1 ページにまとめて表示します。

デバッグ/トレース ログについて
選択した記入票の評価レベルがシステム内でどのように計算されたか、その計算ステップのログを照会
することができます。この機能は、記入票に表示される計算結果からだけでは特定の難しい設定上の問
題をデバッグする場合に便利です。

記入票上で計算ボタンがクリックされると、自動的にその記入票のデバッグ/トレース ログが生成されま
す。

ユーザーが最初に記入票フォームにアクセスすると、該当するサブ ドキュメントの既存のデバッグ/トレース
情報は自動的に削除され、新しいトレースが開始されます。デバッグ/トレース結果を記録するのに記入票
を保存する必要はありません。計算ボタンをクリックすると自動的に結果がログに保存されます。

評価レベルが計算された後、同じサブ ドキュメントの記入票フォームに再びアクセスする前に、デバッ
グ/トレース処理の結果を確認してください。再び同じページにアクセスすると、その直前に作成されたデ
バッグ/トレース データは削除されます。

前提条件
計算エントリが記録されるようにするには、ePerformance ページ ([HCM 基本設定]、[インストール]、[製
品別設定]、[ePerformance インストール]、[ePerformance]) で [評価レベル自動計算のデバッグ] チェック
ボックスをオンにしておく必要があります。

警告 この機能を使用可能にすると、システムのパフォーマンスが著しく低下する可能性があります。この
機能を使用するのは、ePerformance の設定のテストやデバッグ時に限ることをお勧めします。



第16章 照会ページの使い方

Copyright © , , Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 395

関連リンク
システム設定の定義

ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページ
ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページ (EP_DEBUG) を使用して、計算をデバッグまたはトレースで
きるように、記入票の計算結果の詳細を表示します。

ナビゲーション

[人材開発], [パフォーマンス管理], [デバッグ/トレース結果], [ePerformance - デバッグ/トレース ログ]

画像: ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページ

次の例では、ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページのフィールドおよびコントロールを説明します。

注: このページにアクセスするには、ePerformance ページ ([HCM 基本設定]、[インストール]、[製品別設
定]、[ePerformance インストール]、[ePerformance]) で [評価レベル自動計算のデバッグ] チェック ボック
スをオンにしてから、管理者評価ページで計算を実行する必要があります。

ログ エントリ タイプ ログ エントリ タイプを選択し、出力結果にフィルタをかけます。
オプションは、次のとおりです。

• トレース:

実行された計算ステップのログ エントリのみ表示されます。

• 情報:

情報用のログ エントリのみ表示されます。情報用のエントリ
は、たとえば、項目が 1 つも評価されていないセクションの
計算を実行しようとしたときに作成されます。情報用のエン
トリでは、特定の計算結果の出力理由が説明されます。

• エラー:
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エラーは赤色の文字で表示され、通常は設定上の問題が
指摘されます。

• 警告:

PeopleSoft に送信 クリックして、診断プラグインの起動ページ (PT_DIAG_
PLUGIN) にアクセスし、オラクル社に診断情報を送信します。

ePerformance 用に提供されている HCM アプリケーション診
断プラグインの詳細については、ePerformanceApplication
Fundamentals を参照してください。

印刷バージョン クリックすると、タブで分割されていない、全てのトレース情報
が一覧されたページが表示されます。そのページを使用して、ト
レース情報を印刷できます。

注: ブラウザの [ファイル]、[印刷] オプションを使用してこの
ページを印刷する場合、必ず印刷レイアウトを横向きモードに設
定してください。

[ステップ詳細] タブ

このタブをクリックして、従業員の評価モデル、計算方法、評価レベル、評価レベル値、点数およびトレー
ス/デバッグ メッセージを表示します。

ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページ (印刷バージョン)
ePerformance デバッグ/トレース ログ (印刷バージョン) ページ (EP_DEBUG_PRNT) を使用して、印刷し
やすいように全ての計算情報を 1 ページに表示します。
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ナビゲーション

ePerformance デバッグ/トレース ログ ページの [印刷バージョン] リンクをクリックします。

画像: ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページ (印刷バージョン)

次の例では、ePerformance - デバッグ/トレース ログ ページ (印刷バージョン) のフィールドおよびコントロー
ルを説明します。
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付録A

パフォーマンス記入票およびキャリア開発記入票
のアーカイブ

記入票のアーカイブについて

このトピックでは、次について説明します。

• 記入票のアーカイブ。

• 標準で用意されているアーカイブ オブジェクト。

• アーカイブ プロセスの実行。

• アーカイブ済みの行の削除。

関連リンク
Managing the Data Archive ManagerPeopleSoft Global Payroll

記入票のアーカイブ
長い年月の間に、組織内の記入票の数は、管理しきれないほどに増え続ける傾向にあります。この問題
を緩和するために、PeopleSoft では、記入票が指定した日よりも古くなったときに、パフォーマンス記入票
とキャリア開発記入票を国および記入票タイプ別にアーカイブおよび削除する方法を用意しています。

標準で用意されているアーカイブ オブジェクト
ePerformance には、以下のアーカイブ オブジェクトが用意されています。

• EP_APPR_DOCS

• EP_APPR_DOCS_FPA

ePerformance には、EP_APPR テンプレートもあります。

次の表に、EP_APPR_DOCS アーカイブ オブジェクトに対して用意されているアーカイブ レコードを示しま
す。

名称 アーカイブ レコード 履歴レコード

記入票ヘッダー EP_APPR EP_APPR_HST
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名称 アーカイブ レコード 履歴レコード

記入票項目 - 記入票 (ドラフト) EP_APPR_B_ITEM EP_A_B_ITEM_HST

記入票ロール - 記入票 (ドラフト) EP_APPR_B_ROLE EP_A_B_ROLE_HST

記入票セクション - 記入票 (ドラフト) EP_APPR_B_SEC EP_A_B_SEC_HST

記入票サブ項目 - 記入票 (ドラフト) EP_APPR_B_SUB EP_A_B_SUB_HST

チェックポイント ヘッダー テーブル EP_APPR_C EP_APPR_C_HST

進捗追跡チェックポイント EP_APPR_CHECKPT EP_A_CHKPT_HST

チェックポイント項目テーブル EP_APPR_C_ITEM EP_A_C_ITEM_HST

チェックポイント セクション テーブル EP_APPR_C_SEC EP_A_C_SEC_HST

チェックポイント サブ項目テーブル EP_APPR_C_SUB EP_A_C_SUB_HST

記入票項目 EP_APPR_ITEM EP_A_ITEM_HST

評価者の指名 EP_APPR_NOMINEE EP_A_NOMINE_HST

面接評価者リストの構築 EP_APPR_NOM_LST EP_A_NM_LST_HST

記入票の評価者 EP_APPR_PARTIC EP_A_PARTIC_HST

記入票ロール EP_APPR_ROLE EP_A_ROLE_HST

記入票セクション EP_APPR_SECTION EP_A_SECTN_HST

評価 SS のワークフロー EP_APPR_STA EP_A_STA_HST

記入票サブ項目 EP_APPR_SUBITEM EP_A_SBITM_HST

ePerformance 添付ファイル EP_ATTACH EP_ATTACH_HST

連邦評価コメント GVT_EP_COMMENTS GVT_EP_CMNT_HST

次の表に、EP_APPR_DOCS_FPA アーカイブ オブジェクトに対して用意されているアーカイブ レコードを
示します。

名称 アーカイブ レコード 履歴レコード

FPS - 人事考課履歴 FPAREVIEW_HIST FPARVW_HIST_HST

アーカイブ プロセスの実行
ePerformance 記入票をアーカイブするには、以下の手順に従います。
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1. "データを履歴にアーカイブ" ページにアクセスします ([PeopleTools], [データ アーカイブ マネージャ],
[データを履歴にアーカイブ])。

2. ラン コントロール ID を作成します。

3. [アーカイブ テンプレート] として EP_APPR (ePerformance 記入票アーカイブ) を選択します。

4. 国、記入票タイプおよび日付別にアーカイブする場合は、[プロセス タイプ] として[選択] を選択しま
す。

5. 以下のいずれかの値を選択します。

• EP_APPR_AR_CNTY_DCIND_DT (国、伝票区分、日付別アーカイブ)。

• EP_APPR_AR_CNTY_DCTYP_DT (国、記入票タイプ、日付別アーカイブ)。

• EP_APPR_AR_CNTY_DT (国、日付別アーカイブ)。

• EP_APPR_AR_DATE (日付別アーカイブ)

• EP_APPR_AR_DCTYP_DT (記入票タイプ、日付別アーカイブ)

• EP_APPR_AR_EMPLID_DT (従業員 ID、日付別アーカイブ)

6. Oracle データベースを使用している場合は、[行ベース処理] を選択して、[コミット頻度] フィールドに数
値 (通常は 10000) を入力します。

注: Oracle 以外の全てのプラットフォームでは、[行ベース処理] を選択する必要はありません。

7. [バインド定義] リンクをクリックします。

8. [クエリー バインド変数のリセット] ボタンをクリックします。

9. 次のフィールドに適切な情報を入力します。

• 国

• 記入票タイプ

• 次より前の記入票終了日

入力した日付より古い記入票が履歴テーブルにアーカイブされます。

10. プロセスを実行します。

アーカイブ済みの行の削除
アーカイブ済みの ePerformance 記入票を削除するには、次の手順に従います。
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1. "データを履歴にアーカイブ" ページにアクセスします ([PeopleTools], [データ アーカイブ マネージャ],
[データを履歴にアーカイブ])。

2. ラン コントロール ID を作成します。

3. [アーカイブ テンプレート] として EP_APPR (ePerformance 記入票アーカイブ) を選択します。

4. 古い記入票を削除するには、[プロセス タイプ] として [削除] を選択します。

5. [バッチ番号] フィールドから、アーカイブ プロセスに割り当てられたバッチ番号を選択します。

6. Oracle データベースを使用している場合は、[行ベース処理] を選択して、[コミット頻度] フィールドに数
値 (通常は 10000) を入力します。

注: 行をトランザクション テーブルから削除するには、それらの行が履歴テーブル内にある必要があり
ます。

7. [行数のオーディット] チェック ボックスをオンにします。

8. プロセスを実行します。

注: 履歴テーブルからトランザクション テーブルに行を戻す必要がある場合は、プロセス タイプとして
[ロールバック] を選択し、必要に応じたクエリーを選択します。また、クエリー バインド変数のフィールドをリ
セットする必要があります ([国]、[記入票タイプ]、[次より後の記入票終了日]、および [次より前の記入票
終了日])。
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ePerformance の標準ワークフロー

このセクションでは、ePerformance のワークフローについて説明します。ワークフローは、ワークフロー名のア
ルファベット順に記載されています。

関連リンク
セルフサービス ページと電子メール通知の変更

ePerformance の通知イベント
このセクションでは、ePerformance の通知ワークフローについて説明します。

説明

ePerformance の通知イベント 説明

イベントの説明 従業員および管理者が ePerformance を使用して記入票を作成すると、この汎用通知イ
ベントにより、該当する評価者に対して電子メールによる通知が送信されます。

アクションの説明 ePerformance では、評価プロセス上のさまざまなポイントにワークフロー通知を設定でき
ます。関係者に電子メールを送信することにより、表示/更新可能な記入票、記入票のス
テータス変更、評価基準の確認と承認のリクエスト、評価者の指名リクエスト、記入票の
記入リクエスト、指名評価者への評価リクエスト、指名の受諾または拒否などの情報が
通知されます。

通知方法 電子メール
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エンタープライズ ラーニング マネジメントとの統合

ePerformance では、インテグレーション ブローカーを使用して ePerformance システムとエンタープライズ
ラーニング マネジメント システム間の通信を簡素化します。2 つのシステム間の統合を設定するには、次
の手順に従います。

注: これらのステップでは、両方のシステムが同じ PeopleTools バージョンで稼働していると想定していま
す。

1. HCM システムと ELM システムの両方でローカル ゲートウェイを PING します。

HCM システムから、次の手順を実行します。

a. [PeopleTools], [インテグレーション ブローカー], [設定], [ゲートウェイ] の順にクリックします。

b. [ローカル ゲートウェイ] チェック ボックスがオンになっているゲートウェイを検索します。

c. [ゲートウェイ PING] ボタンをクリックします。PING リクエストが成功したことを確認します。

前述のサブステップを ELM システムでも実行します。ゲートウェイを正常に PING できることを確認
してください。

2. HCM システムと ELM システムの両方で、サービス設定のターゲット ロケーションが設定されている
ことを確認します。

HCM システムから、次の手順を実行します。

a. [PeopleTools], [インテグレーション ブローカー], [設定], [サービス設定] の順にクリックします。

b. [ターゲット ロケーションの設定] リンクをクリックします。[Web サービス ターゲット ロケーション] セ
クションの [ターゲット ロケーション] フィールドに情報が入力されていることを確認します。

前述のサブステップを ELM システムでも実行します。

3. 両方のシステムで、HCM ノードと ELM ノードのプロパティを更新し、これらのノードを PING します。

HCM システムから、次の手順を実行します。
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a. [PeopleTools], [インテグレーション ブローカー], [インテグレーション設定], [ノード] の順にクリック
します。

b. HR ノードを検索します。これはデフォルトのローカル ノードである必要があります。

c. 表示されるノード定義ページで、[プロパティ] リンクをクリックします。次の情報を使用して行を追
加し、変更を保存します。

名前タイプ カテゴリ

プロパティ名 SOA_ENABLED

値 真

d. コネクタ ページにアクセスします。[PING ノード] ボタンをクリックして、PING リクエストが成功する
ことを確認します。

e. 検索ページに戻り、ELM ノードを検索します。ノード定義ページにアクセスして [プロパティ] リンク
をクリックし、次の情報を使用して行を追加して、変更を保存します。

名前タイプ カテゴリ

プロパティ名 SOA_ENABLED

値 真

f. コネクタ ページにアクセスします。[PING ノード] ボタンをクリックして、PING リクエストが成功する
ことを確認します。

前述のサブステップを ELM システムでも実行します。

4. HCM システムと ELM システムの両方で、HMCR_SYNCH_PORT へのルーティングを追加し、この
サービス オペレーションがアクティブであることを確認します。

HCM システムから、次の手順を実行します。

a. [PeopleTools], [インテグレーション ブローカー], [インテグレーション設定], [サービス オペレーショ
ン] の順にクリックします。

b. HMCR_SYNCH_PORT サービス オペレーションを検索して開きます。

c. 表示される一般ページで、[アクティブ] チェック ボックスをオンにしてサービス オペレーションをア
クティブ化します。

d. ルーティング ページにアクセスします。[ルーティング名] フィールドに HMCR_IS2 と入力して、[追
加] ボタンをクリックします。

表示されるルーティング定義ページで、次の情報を入力します。
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説明 HMCR_IS2

アクティブ <このチェック ボックスをオンにします>

コメント インバウンド同期

送信元ノード <ELM ノード>

受信元ノード <HR ノード>

オーナー ID HCM サービス フレームワーク

変更を保存します。[戻る] ボタンをクリックします。

e. ルーティング ページで、新しいルーティングを追加します。[ルーティング名] フィールドに
HMCR_OS2 と入力して、[追加] ボタンをクリックします。

表示されるルーティング定義ページで、次の情報を入力します。

説明 HMCR_OS2

アクティブ <このチェック ボックスをオンにします>

コメント アウトバウンド同期

送信元ノード <HR ノード>

受信元ノード <ELM ノード>

オーナー ID HCM サービス フレームワーク

変更を保存します。[戻る] ボタンをクリックします。

ELM システムから、次の手順を実行します。

a. [PeopleTools], [インテグレーション ブローカー], [インテグレーション設定], [サービス オペレーショ
ン] の順にクリックします。

b. HMCR_SYNCH_PORT サービス オペレーションを検索して開きます。

c. 表示される一般ページで、[アクティブ] チェック ボックスをオンにしてサービス オペレーションをア
クティブ化します。

d. ルーティング ページにアクセスします。[ルーティング名] フィールドに HMCR_IS2 と入力して、[追
加] ボタンをクリックします。

表示されるルーティング定義ページで、次の情報を入力します。

説明 HMCR_IS2

アクティブ <このチェック ボックスをオンにします>
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コメント インバウンド同期

送信元ノード <HR ノード>

受信元ノード <ELM ノード>

オーナー ID HCM サービス フレームワーク

e. ルーティング ページで、新しいルーティングを追加します。[ルーティング名] フィールドに
HMCR_OS2 と入力して、[追加] ボタンをクリックします。

表示されるルーティング定義ページで、次の情報を入力します。

説明 HMCR_OS2

アクティブ <このチェック ボックスをオンにします>

コメント アウトバウンド同期

送信元ノード <ELM ノード>

受信元ノード <HR ノード>

オーナー ID HCM サービス フレームワーク

5. HCM システムと ELM システムの両方で、ドメイン ステータスがアクティブになっていることを確認しま
す。

HCM システムから、次の手順を実行します。

a. [PeopleTools], [インテグレーション ブローカー], [サービス オペレーション モニター], [管理], [ドメイ
ン ステータス] の順にクリックします。

b. 表示されるドメイン ステータス ページで、[ドメイン ステータス] フィールドで [アクティブ] を選択
し、[リフレッシュ] ボタンをクリックします。現在のステータスが非アクティブである場合は、それをア
クティブに変更して [更新] ボタンをクリックします。

前述のサブステップを ELM システムでも実行します。

6. 信頼できるノードを確認します。

HCM システムから、次の手順を実行します。

a. [PeopleTools], [セキュリティ], [セキュリティ オブジェクト], [シングル サインオン] の順にクリック
します。

b. 表示されるシングル サインオン ページで、[ノードから発行された信用認証トークン] セクションに
ELM ノードが存在することを確認します。
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ELM システムで、同じページにアクセスします。[ノードから発行された信用認証トークン] セクションに
HR ノードが存在することを確認します。

7. HCM システムで、ELM ポータル ノードの URL 設定を確認します。

a. [PeopleTools], [ポータル], [ノード定義] の順にクリックします。

b. 表示されるノード定義ページで、ポータル ページにアクセスします。次のフィールドに情報が入力さ
れていることを確認します。

コンテンツ URI テキスト http://<Web サーバー マシン名>:<ポート>/psc/<ELM
ローカル ノード名>/

ポータル URI テキスト http://<Web サーバー マシン名>:<ポート>/psp/<ELM
ローカル ノード名>/

8. HCM システムで、全てのラーニング CREF ノードを elm から ELM ローカル ノード (LM920MGT) に変
更します。

a. [PeopleTools], [ポータル], [フォルダ/コンテンツ参照] の順にクリックします。

b. 表示されるフォルダ/コンテンツ参照ページで、[人材開発] リンクをクリックします。

このページの次の画面で、[ePerformance] リンクをクリックします。
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このページの次の画面で、[ELM ラーニング] リンクをクリックします。

画像: フォルダ/コンテンツ参照ページ

この例は、フォルダ/コンテンツ参照ページを示しています。

(このタスクは [コンテンツ参照] セクションにリストされている全てのエントリに対して実行します)
[編集] リンクをクリックして、コンテンツ参照管理ページの [URL 情報] セクションで現在のノード
名を実際の ELM ノードに変更します。変更を保存します。

9. HCM システムと ELM システムの両方で、HMCR_SYNCH_PORT サービス オペレーションに対して
権限リストが正しく設定されていることを確認します。

HCM システムから、次の手順を実行します。

a. [インテグレーション ブローカー], [インテグレーション設定], [サービス オペレーション] の順にクリッ
クします。

HMCR_SYNCH_PORT サービス オペレーションを検索して開きます。

b. 表示される一般ページで [サービス オペレーションのセキュリティ] リンクをクリックします。

PTPT1000 権限リストがリストされていることを確認します。必要な場合はこれを追加します。

前述のサブステップを ELM システムでも実行します。
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10. HCM システムと ELM システムの両方でサービス レジストリをリフレッシュし、エラーがないことを確
認します。

a. [HCM 基本設定], [システム管理], [HCM レジストリ], [サービス レジストリ] の順にクリックしま
す。

b. 表示されるサービス レジストリ ページで、[キャッシュのリフレッシュ] ボタンをクリックします。エ
ラーがないことを確認します。

前述のサブステップを ELM システムでも実行します。ナビゲーション パスは [ELM 基本設定], [シ
ステム管理], [サービス レジストリ] です。

11. HCM システムでアクセス タイプを確認します。

注: このステップは、技術的にはインテグレーション ステップに含まれません。これは、記入票が適切
に表示されることを確認するために行います。

a. [HCM 基本設定], [共通定義], [直属部下], [直属部下関連 UI の設定] の順にクリックします。

b. (このステップは、コンポーネント エントリ EP_APPR_SELECT、EP_CREATE_MY_DVL および
EP_CREATE_MY_PRF で行います) [設定] ボタンをクリックして、直属部下設定ページを開きま
す。このページで、選択されているアクセス タイプが "監督者 ID 別 - 一部ポジション管理" であるこ
とを確認します。
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ePerformance のレポート

このトピックの表では、PeopleSoft ePerformance-パフォーマンス管理のレポートを、レポート ID 順にソート
して示します。

これらのレポートの実行方法の詳細については、以下を参照してください。

• この製品ドキュメントの対応するトピック。

• 『PeopleTools: Process Scheduler』

• 『PeopleTools: BI Publisher for PeopleSoft』

• 『PeopleTools: SQR Language Reference for PeopleSoft』

これらのレポートのサンプルについては、オンライン ドキュメンテーションで公開されているレポート サン
プルをご確認ください。

レポート ID およびレポート名 説明 ナビゲーション ラン コントロール ページ

HEP001

記入票未作成者一覧

従業員グループ、記入票タイ
プ、および期間を指定して、記
入票が未作成である従業員
の一覧を作成します。

注: 指定した期間と記入票
タイプに関して、記入票の一
括作成処理や管理者による
直接作成処理で作成されな
かった記入票は、未作成者一
覧にレポートされます (雇用の
終了している従業員はこのレ
ポートからは除外されます)。

[人材開発], [パフォーマンス
管理], [レポート], [記入票未
作成者一覧]

RUNCTL_EP_RPT
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レポート ID およびレポート名 説明 ナビゲーション ラン コントロール ページ

HEP002

記入期日遅延者一覧

従業員グループと記入票タイ
プを指定して、記入票の記入
が遅れている従業員の一覧
を作成します。

注: 記入票が遅れているかど
うかは、記入票の期日と現在
の日付を比較して判断されま
す。現在日付が期日を過ぎて
おり、記入票ステータスが "完
了" になっていない場合、そ
の記入票は遅延者一覧にレ
ポートされます (キャンセルさ
れた記入票は対象となりませ
ん)。

[人材開発], [パフォーマンス
管理], [レポート], [記入期日
遅延者一覧], [記入期日遅延
者一覧]

RUNCTL_EP_RPT
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