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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 オンライン ヘルプ
オラクル社の PeopleSoft ホスト オンライン ヘルプ 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 サーバーのすべてのヘルプ Web サイトおよび状況依存ヘルプに直接アクセスで
きます。ホスト オンライン ヘルプ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
オンライン ヘルプの Web サイトは英語版のみ使用可能です。

注: 最新リリースのホスト オンライン ヘルプ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 オンライン ヘルプの 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、「Search」フィー
ルドを有効にする必要があります。手順については、オンライン ヘルプ サイトの「Contents」サイドバー
で「About This Help」, 「Managing Locally Installed PeopleSoft Online Help」, 「Enabling the Search
Button and Field」を選択してください。
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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)

翻訳および埋込みヘルプ
PeopleSoft 9.2 ソフトウェア アプリケーションには、翻訳済の埋込みヘルプが組み込まれています。 9.2 リ
リースでは、埋込みヘルプの翻訳作業に重点を置いて、他の Oracle アプリケーションとの協調を図ってい
ます。 従来のオンライン ヘルプおよび PeopleBooks ドキュメントを翻訳する予定はありません。かわりに、
アプリケーション内の重要局面では埋込みヘルプ ウィジェットを介して翻訳済ヘルプを直接提供します。
また、アプリケーションとヘルプ翻訳を 1 対 1 で対応付けています。つまり、ソフトウェアと埋込みヘルプ翻
訳のフットプリントは同じであり、これまで成し遂げられなかったことを実現しています。

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

http://www.peoplesoft92.com/


はじめに

Copyright © 1988, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. xiii

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)

連絡先

ご意見は、PSOFT-INFODEV_US@ORACLE.COM までお送りください。 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。

YouTube

Twitter@PeopleSoft_Info。

PeopleSoft ブログ

LinkedIn

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
mailto:PSOFT-INFODEV_US@ORACLE.COM
https://www.facebook.com/pages/Oracle-PeopleSoft/220476464680933
http://www.youtube.com/user/PSFTOracle
https://twitter.com/PeopleSoft_Info
https://blogs.oracle.com/peoplesoft
http://www.linkedin.com/groups/Oracle-PeopleSoft-Enterprise-4265685?trk=myg_ugrp_ovr
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第1章

キャリア プランと後任計画 - はじめに

キャリア プランと後任計画の概要

キャリア プランと後任計画は別々のビジネス プロセスですが、HR では統合されています。キャリア プラ
ン ビジネス プロセスでは、社内のデフォルトのキャリア パスを作成したり、従業員の個々のキャリア プラ
ンを設計できます。後任計画ビジネス プロセスでは、PeopleSoft ツリー マネージャを使用して後任ツリー図
を作成したり、重要ポジションと、対象となる重要候補者を特定する後任計画を作成できます。

画像: キャリア プランと後任計画のビジネス プロセス

次の図は、HR のキャリア プランと後任計画のビジネス プロセスを説明しています。

注: キャリア プランと後任計画のビジネス プロセスは、別々に導入することができます。

キャリア プランと後任計画のビジネス プロセス

キャリア プランと後任計画では、次のビジネス プロセスをサポートしています。

• キャリア プランの管理。

• 後任計画の管理。

このドキュメントでは、PeopleSoft ヒューマン リソース管理キャリア プランと後任計画のビジネス プロセス
トピックにおける、これらのビジネス プロセスについて説明します。

キャリア プランと後任計画の統合

キャリア プランと後任計画は、次の PeopleSoft アプリケーションと統合されます。

• HCM アプリケーション。

• その他の PeopleSoft アプリケーション。
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• サードパーティのアプリケーション。

このドキュメントでは、PeopleSoft ヒューマン リソース管理キャリア プランと後任計画の導入のトピックに
おける、統合に関する注意事項について説明します。

サードパーティのアプリケーションとの統合に関する補足情報は、My Oracle Support の Web サイトに掲
載されています。

キャリア プランと後任計画の導入

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、関連するドキュメントへのリンクも含まれます。

その他の情報ソース

導入プランの作成段階では、導入ドキュメント、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 内にあるすべての情報を活用してください。

製品ドキュメントの『PeopleTools: Setup Manager』を参照してください。
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第2章

キャリア プラン

キャリア プランについて

このトピックでは、次について説明します。

• キャリア プラン

• (USF) キャリア プラン

キャリア プラン
従業員をつなぎ止めておくことと、やる気を引き出すことは、企業が成功するための重要な要素です。HR
でキャリア プラン ビジネス プロセスを使用して、企業が従業員の才能を常に最大限に活用できるように
します。キャリア プランを使用すると、従業員の評価とランク付け、希望職務の記録、キャリア パスの作
成、長期目標の作成、メンターの割り当て、コンピテンシーの選択、研修プランの立案、能力開発プランの
作成が可能です。

キャリア プラン ビジネス プロセスを導入するには、次の手順に従います。

1. 事前設定作業を行います。

2. キャリア パスを作成します。

3. キャリア プランを作成します。

設定がすべて完了したら、従業員データを確認し、従業員レポートを定期的に実行して、企業の成長に対
応し、時間の経過に伴う要件の変化に合うように、キャリア パスやキャリア プランを調整します。

統合

キャリア プラン ビジネス プロセスと統合できるビジネス プロセスは、次のとおりです。

• HR のプロファイル管理ビジネス プロセス。

「プロファイル管理について」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロファイル管理」) を参照してく
ださい。

• ePerformance-パフォーマンス管理のビジネス プロセス。

「ePerformance-パフォーマンス管理の統合」 (「ePerformance-パフォーマンス管理」) を参照してくださ
い

• HR の教育・研修管理ビジネス プロセス。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/concept_UnderstandingProfileManagement-067fe8.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hepf/concept_ePerformanceIntegrations-e36f4c.html
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「研修プログラムの設定」を参照してください。

(USF) キャリア プラン
米国連邦政府のユーザー向けキャリア プラン ビジネス プロセスでは、キャリア プランを設定したり、従業
員のキャリア育成パスの能力開発プラン (IDP) を作成することができます。IDP の進捗、職務異動コス
ト、研修、従業員評価、メンタリングおよび自己導入型のキャリア育成アクティビティを追跡できます。従
業員または監督者はいつでも、キャリア プランの処理をリクエストできます。

キャリア プランを作成すると、システムによって次のことが行われます。

1. 機関のレビューおよび承認パスに従って、プランを送信します。

2. プランに関連付けられているコストおよびアクティビティを追跡します。

3. IDP 出力フォームを生成します。

キャリア プランを使用すると、パフォーマンス評価および研修プログラムを補完したり、従業員が主要な管
理者になるための準備を整えることができます。キャリア プランは、空きポジションのバックアップ職員の
育成に役立ちます。

注: キャリア プラン ビジネス プロセスの使用は任意で、法律、条例または社内ポリシーで規定されている
能力に基づく人員配置の慣行に従って使用することを想定しています。

キャリア プランの追跡

キャリア プラン ビジネス プロセスには、キャリア プランのリクエスト、承認および完了を追跡できる一連
のステップが含まれています。たとえば、パスには次のようなものが含まれます。

• キャリア プランの作成。

• リクエストとしての送信。

• レビューと承認の実施。

• 承認済キャリア プランの完了。

• IDP の作成。

PeopleSoft ワークフローでは、送信および追跡が管理されます。ステータスを割り当てると、ワークフローに
よって、承認サイクル全体でキャリア プランが追跡および送信されます。評価者は、ステータスを変更し
て、レビュー プロセスを続行するか、プランの承認を却下します。その後、「キャリア プラン」ページにキャリ
ア プランのステータスが表示されます。
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キャリア プラン承認プロセス

画像: キャリア プラン承認プロセス

次の図は、キャリア プラン承認プロセスの概要を示しています。

次の定義で、キャリア プランの送信およびレビュー プロセスについて説明します。これらはそのまま使用
するか、独自の要件に合うように変更できます。

ステータス キャリア プラン ステータス コード 定義

作成中 1 従業員および監督者が、キャリア プラン
を作成し、このステータスを割り当て、第
2 レベルの監督者または管理者に送信
するまでプランを処理します。

監督者への送信済 2 監督者がこのステータスを割り当て、第 2
レベルの監督者または管理者にキャリア
プランを送信します。

管理者による承認済 3 管理者または第 2 レベルの監督者が
このステータスを割り当て、ヒューマン リ
ソース管理部門にプランを送信します。

管理者による承認却下済 4 管理者または第 2 レベルの監督者がこ
のステータスを割り当て、キャンセルする
ために、発信者にキャリア プランを返送
します。

HR による承認済 5 ヒューマン リソース管理の担当者が、こ
のステータスを割り当てることによって、リ
クエストを承認します。

HR による承認却下済 6 ヒューマン リソース管理の担当者が、こ
のステータスを割り当てることによって、リ
クエストの承認を却下します。
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前提条件

HR でキャリア プラン ビジネス プロセスを設定する前に、次の作業を行います。

1. HCM の基本データ (部門コード、ビジネス ユニット、所在地など) を設定します。

2. 各従業員に HR の職務データを設定します。

3. (オプション) 職務と従業員のプロファイルを設定します。

4. (オプション) 従業員の研修プログラムを設定します。

関連リンク
「実装のデフォルトの設定」 (「アプリケーションの基礎」)
「補助職種および職種コードの定義」 (「アプリケーションの基礎」)
「人事・労務契約の追跡」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理人事・労務管理」)

HR の職務データの設定
キャリア プランのページを使用する前に、「人事・労務管理」のテーブルに従業員の職務データがあること
を確認してください。複数のビジネス ユニットとセット ID を設定した場合は、ユーザー ID のビジネス ユ
ニットとセット ID の機能がどのように設定されているかによって、そのユーザーが使用および作成する情
報が決まります。デフォルト キャリア パスで使用する職務コードを定義し、「職務コード」テーブルの職務情
報を「キャリア パス」テーブルにロードできるようにしておく必要があります。

従業員の入社前の職歴を簡単に参照できるように、キャリア プラン ビジネス プロセスから「入社前の職
歴」ページへのアクセスが可能になっています。

「ヒューマン リソース管理人事・労務管理の概要」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理人事・労務管
理」) を参照してください。

「ヒューマン リソース管理人事・労務管理の実装」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理人事・労務管
理」) を参照してください。

プロファイルの設定
プロファイル管理ビジネス プロセスを使用して、組織の職務および従業員のプロファイルを作成します。
キャリア プランの重要な部分は、従業員の得意分野と育成が必要な分野を特定し、目標を設定して、育
成が必要な分野での従業員の能力を向上させる手助けをすることです。コンピテンシーは、従業員のプ
ロファイルとキャリア プラン間で双方向にコピーすることができます。

プロファイル管理ビジネス プロセスを使用して、個人の現在の勤務地、希望勤務地、希望地域、希望海
外勤務地および出張の可否を指定します

プロファイルに関する説明は、PeopleSoft プロファイル管理に記載されています。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/concept_HumanResourcesAdministerWorkforceOverview-647d67.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/concept_HumanResourcesAdministerWorkforceOverview-647d67.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/concept_HumanResourcesAdministerWorkforceImplementation-647d64.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/concept_HumanResourcesAdministerWorkforceImplementation-647d64.html
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「プロファイル管理の概要」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロファイル管理」) を参照してくださ
い。

「「得意/要育成分野」ページ」を参照してください。

研修プログラムの設定
教育・研修管理ビジネス プロセスを使用して、従業員が現在のポジションに必要な技能を育成し、次の
ポジションに必要な知識を獲得し、他のキャリア パスを作成する手助けをします。研修プログラムに関す
る説明は、PeopleSoft HR 教育・研修管理に記載されています。

「コースの設定」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理教育・研修管理」) を参照してください。

1 つまたは複数の研修プログラムを 1 つの職務コードと関連付けて、その職務コードを持つ従業員のデ
フォルト研修プログラムを設定することができます。コースも従業員キャリア プランのデフォルト値として
使用できるので、各従業員の個々のニーズに合うように研修を調整できます。

「「研修プラン」ページ」を参照してください。

キャリア パスの作成

キャリア パスを作成するには、「希望地域」 (GEOG_PREF_TBL) コンポーネントと、「キャリア パス テーブ
ル」 (CAREER_PATH_TBL) コンポーネントを使用します。

このトピックでは、キャリア パスの概要と、職務コードに対してキャリア パスを定義する方法について説明
します。

キャリア パスについて
デフォルト キャリア パスは、主要職務コードのみに設定することも、全職務コードに設定することもできま
す。デフォルト キャリア パスを使用すると、職務の階層またはネットワークを作成できます。

たとえば、特定の管理職レベルより上の職務コードのみにキャリア パスを設定しておくと、その職務にある
従業員が上位管理職を目指して必要な実務経験を確実に得られるようにサポートできます。

キャリア ステップ レベル

キャリア ステップ レベルとは通常、キャリア パスの中の段階的な昇進構造のことであり、1 つ下のキャリ
ア ステップ レベルの職務コードを基に構築されます。

職務コード PD007 の Personnel Clerk のデフォルト キャリア パスの例を見てみましょう。現職務からの最
初の異動は Personnel Assistant であり、現職務からの 2 回目の異動で Personnel Staffing Specialist に
進みます。3 回目の異動では Personnel Officer になり、以降も同様に異動を続けます。キャリア パスには
9 つまでのキャリア ステップを定義できます。

次の表は、3 つのキャリア ステップの一覧です。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/concept_ManageProfilesOverview-077ff8.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhat/task_SettingUpCourses-e321ae.html
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キャリア ステップ レベル 職務コード ポジション

現職務 PD007 Personnel Clerk GS-0203

1 現職務からの最初の異動 PD010 Personnel Assistant
GS-0203-06

2 現職務からの 2 回目の異動 PD101 Personnel Staffing Specialist
GS-0212-09

3 現職務からの 3 回目の異動 PD107 Personnel Officer GS-0201-13

職務コードによっては、1 つのキャリア ステップ レベルに対して複数の職務異動が設定されている場合
があります。たとえば、職務コード PD007 の Personnel Clerk に、現職務からの最初の異動として、職務
コード PD010 の Personnel Assistant と、(表には記載されていませんが) 職務コード PD009 の Personnel
Staffing Assistant の 2 つの職務オプションを設定できます。

画像: キャリア パス オプション

次の図は、1 つの職務コードに対して複数の職務異動を設定できることを示しています。

1 つのキャリア ステップ レベルに複数の職務オプションがある場合は、オプション番号を使用すると、任
意の順番で職務コードを並べることができます。

キャリア パスの作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

「希望地域」ページ GEOG_PREF_TBL キャリア プラン コンポーネントの転勤地
域を定義します。

「キャリア パス テーブル」ページ CAREER_PATH_TBL 職務コードにデフォルト キャリア パスを
定義します。

「キャリア パス テーブル」ページ
「キャリア パス テーブル」ページ (CAREER_PATH_TBL) を使用して、職務コードのデフォルト キャリア パ
スを定義します。
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ナビゲーション

「HCM 基本設定」, 「製品/業務別定義」, 「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「キャリア パス テーブル」,
「キャリア パス テーブル」

画像: 「キャリア パス テーブル」ページ

次の例では、「キャリア パス テーブル」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

デフォルト給与の詳細

「デフォルト給与の詳細」グループ ボックスには、選択した職務コードに関連付けられているセット ID、給
与プラン、等級、管理者レベルが表示されます。これらのフィールドは参照専用です。

キャリア ステップ

キャリア ステップ キャリア ステップ レベルを選択します。「1 回目」とは、選択した
職務コードからの最初の異動を意味します。「9 回目」は、最後の
異動です。同じキャリア ステップに複数の職務コードを設定でき
るため、同一管理職レベル内での異動と、上位管理職レベルへ
の異動のどちらも反映させることができます。

前の移動オプション 前の異動で複数のオプションがある場合のみ、現在の異動に
対する前の異動オプション番号を指定します。

オプション番号 選択したキャリア ステップ レベルに対して複数の職務コード オ
プションがある場合には、ここに番号を入力します。オプション
番号を使用して、職務コードを並べ替えることができます。

職務コード キャリア ステップ レベルの職務コードを選択します。

「職務コード」フィールドから出ると、職務詳細 (「職務名」、「管理者レベル」、「職種」の各フィールド) と給
与詳細 (「セット ID」、「プラン」、「等級」の各フィールド) の値が自動的に表示されます。これらのフィール
ドには入力できません。

キャリア プランの作成

キャリア プランを作成するには、キャリア プランの作成 (CAREER_PLAN) コンポーネントを使用します。
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このトピックでは、キャリア プランの概要と、従業員の職務、勤務地、配属可能状況の希望およびキャリア
プラン関連タスクについて説明します。

キャリア プランの作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

「キャリア プラン」ページ CAREER_PLAN1 従業員の希望する職務と勤務地を入力
し、転属の可否を指定します。

「キャリア パス」ページ CAREER_PLAN2 従業員のキャリア パスの定義、デフォル
ト キャリア パスの変更、キャリア進路の
作成を行います。

「ポジション内容」ページ CAREER_POSN_SEC 「キャリア プランの作成 - キャリア パス」
ページで選択したポジションの説明を表
示します。

「現在の職務内容」ページ CAREER_JOBCD_SEC 「キャリア プランの作成 - キャリア パス」
ページで選択した職務コードの説明を表
示します。

「(USF) Print Individual Development
Plan (IDP) Actions」ページ

GVT_CAR_PIDP_SEC キャリア プランを承認のために送信し、
完成したプランを印刷します。

「(USF) Federal Potential Future
Positions」ページ

GVT_CAR_PLN2_SEC 「キャリア プラン - キャリア パス」ページ
で指定したキャリア パスの詳細を追加し
ます。

「ランキングと適性」ページ CAREER_PLAN3 同僚との比較によって、適性を示します。

「キャリア目標」ページ CAREER_PLAN4 従業員の短期および長期の目標を入力
します。

「キャリア メンタリング」ページ CAREER_PLAN5 キャリア メンターを割り当てます。

「連邦政府コーチング/メンタリング情報」
ページ

GVT_CAR_PLN5_SEC 従業員の「キャリア メンタリング」ページ
で指定したキャリア目標の詳細を追加し
ます。

「得意/要育成分野」ページ CAREER_PLAN6 従業員の得意分野および要育成分野の
記録と評価を行います。

「研修プラン」ページ CAREER_PLAN7 選択した従業員の研修プログラムを入
力または更新します。従業員職務コード
のデフォルト研修プログラムを使用する
か、または変更します。
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ページ名 定義名 用途

「育成プラン」ページ CAREER_PLAN8 次回のパフォーマンス評価またはキャリ
ア プラン トピックまでに、従業員が要育
成分野のスキルを高められるようにサ
ポートします。

「育成プランの更新」ページ HR_CP_DEVELOP クリックすると、従業員の現在の個人プ
ロファイルと、フォーカスした異動に関連
付けられた職務コードまたはポジション
のプロファイルが比較されます。

「(USF) Federal Career Plan
Information」ページ

GVT_CAR_PLN8_SEC 「育成プラン」ページで指定したキャリア
育成目標の詳細を追加します。

キャリア プランについて
キャリア プランの作成コンポーネントを使用して、従業員の現在のポジション、能力、得意分野、および将
来のキャリア志望についての情報を入力します。この情報は、従業員のキャリア プランを作成したり、重
要ポジションのための人材プールを確保しておくうえで役立ちます。

キャリア プランを常に現在の職務情報に基づいたものにするために、従業員の職務が変わるたびに新し
いキャリア プランを作成する必要があります。過去のキャリア プランを参照すると、研修、目標、評価など
の要素がどのように変わってきたかを把握できます。

複数ソースからの入力の記録

多数の人やグループから 1 人の従業員に関する評価情報を集める場合は、評価者の意見が異なってい
ても、情報の提供があるたびに新規にキャリア プランを作成する必要はありません。かわりに、入力する
評価タイプを指定することによって情報提供者を特定します。評価すべてを検討した後、承認済のキャリ
ア プランに含める複合評価を割り当てます。

「キャリア プラン」ページ
「キャリア プラン」ページ (CAREER_PLAN1) を使用して、従業員の希望する職務と勤務地を入力し、転
属の可否を指定します。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「キャリア プラ
ン」

画像: 「キャリア プラン」ページ

次の例では、「キャリア 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。このページのフィール
ドおよびコントロールの定義は後で説明します。

退職予定日 このフィールドには、従業員が 65 歳になる日付が自動的に入
力されます。その日が実際の退職日でない場合には、正しい退
職日を入力してください。

後任者配置日 現在の従業員の後任者が到着する予定日を入力します。

「ロールの残り時間」および [期間] 従業員の現在のポジションにおける残り時間を入力し、単位の
「月」または「年」を選択します。

流出時の影響 この従業員が現在のポジションから離れた場合の組織への影
響を選択します。値は、「高い」、「普通」および「低い」です。

不在時のリスク この従業員が現在のポジションから離れた場合の全体的なリ
スクを選択します。値は、「高い」、「普通」および「低い」です。

IDP の生成 このボタンは、米国連邦政府ユーザーのみに表示されます。

このボタンをクリックすると、「Print Individual Development Plan
(IDP) Actions」ページが表示されます。このページでは、キャリア
プランを承認のために送信したり、完成したプランを印刷できま
す。
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「キャリア プラン」ページの「勤務地変更の設定」領域のフィールドには、指定した個人 ID の「個人プロ
ファイル」ページで指定した希望条件が表示されます。

「キャリア パス」ページ
「キャリア パス」ページ (CAREER_PLAN2) を使用して、従業員のキャリア パスの定義、デフォルト キャリ
ア パスの変更、キャリア進路の作成を行います。

ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「キャリア パ
ス」

画像: 「キャリア パス」ページ

次の例では、「キャリア パス」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールド
およびコントロールの定義は後で説明します。

キャリア パス このボタンをクリックすると、従業員の職務コードに設定されて
いるデフォルト キャリア パスに基づいてキャリア パスを作成で
きます。キャリア パスがこの職務コードに定義されている場合に
は、「将来の適性ポジション」スクロール領域の情報の大部分
が自動的に入力されます。従業員のパスがデフォルト パスと異
なる場合には、必要に応じてフィールドの値を修正します。

キャリア プランを保存した後は、「キャリア パス」ボタンは使用
できなくなります。ただし、新規のキャリア プランを作成するたび
に、「キャリア パス」ボタンは使用可能になり、新規プランでデ
フォルト パスを使用できます。デフォルト キャリア パス作成の
詳細は、「キャリア パスの作成」を参照してください。
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注: 従業員の職務コードは、日付 (キャリア プラン作成日) に
よって判別されます。キャリア プラン作成日以降に従業員の職
務が変わった場合、デフォルト キャリア パスの取得先は前の職
務コードのままです。キャリア プランを常に現在の職務に基づい
たものにするために、職務が変わるたびに新規のキャリア プラ
ンを作成し、「職務データ」ページの有効日と一致する有効日を
設定してください。

評価タイプ

1 つのキャリア プランに複数の評価タイプを設定できます。従業員の監督者やメンターなど、従業員が次
に異動するべき職務についての意見を持つ人が複数いる場合があります。これらの人々の意見は皆同じ
時期を対象にしているので、キャリア プランを新たに作成する必要はなく、新規の評価タイプ レコードを
作成します。

評価タイプ 評価タイプを選択して、この従業員情報の評価者を指定しま
す。「キャリア プラン」ボタンをクリックした場合は、「承認済/公
認」が自動的に選択されます。この評価を後任計画で使用する
ためには、「承認済/公認」を選択する必要があります。

将来の異動見込み

前の移動オプション 前の異動で複数のオプションがある場合は、現在の異動に対
する前の移動オプション番号を入力します。このフィールドは、
キャリア パスの 1 回目の異動や前の異動でオプションが 1 つ
しかない異動には表示されません。

キャリア ステップ 定義するキャリア ステップ回数を選択します。

「1 回目」は、キャリア パスの最初のステップです。従業員の現
職務からの異動先職務と、新しい職務に異動可能な時期を指
定します。異動は 9 回目まで定義できます。「9 回目」は、従業員
のキャリア パスの最後のステップです。現職務からの 9 回目の
職務異動を定義します。

オプション番号 1 つのキャリア ステップ レベルに複数の職務コードを設定する
場合は、オプション番号を入力して、任意の順番に職務コードを
並べることができます。

ポジション HR の一部または全体を、ポジションを基準に運用している場
合は、有効値のリストからポジション番号を選択します。

このフィールドから出ると、「ビジネス ユニット」、「部門」、「職務
コード」の各フィールドの値が自動入力されます。このポジション
に関連付けられている職務名、給与プラン、等級、管理者レベ
ル、職種も表示されます。
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ポジション管理を一部でしか行っておらず、このキャリア ステッ
プではポジションを使用しないことにした場合は、入力したポジ
ション番号を削除します。

準備期間 従業員が異動するまでに要するおおよその期間を、次のオプ
ションから選択します。

1 - 2 年: 今後 1 から 2 年で異動が可能な場合。

3 - 5 年: 今後 3 から 5 年で異動が可能な場合。

緊急: 職務異動の期日が過ぎていて、できるかぎり早く異動す
る必要がある場合。

現時点: 現時点で異動が可能な場合。

退職予定: 今後他の職務に異動する予定がない場合。たとえ
ば、定年退職が近い人など。

後任計画ではこの情報を使用して、異動不可従業員、つまり現
在のポジションからの昇格が制限されている後任候補者の情
報を表示します。

Federal Data このリンクは、米国連邦政府ユーザーの場合に表示されます。

このリンクをクリックすると、「Federal Potential Positions」ページ
が表示されます。このページでは、適性のあるキャリア ステップ
についてさらに情報を入力できます。

部門 職務の部門がわかっている場合は、部門を選択します。この
フィールドに対する入力は任意です。部門は部門テーブルで作
成します。使用しているセット ID によって、表示される部門が決
まります。

職務コード 有効値のリストからキャリア ステップの職務コードを選択しま
す。職務コードを選択してこのフィールドから出ると、関連付けら
れている職務名、給与プラン、等級、管理者レベル、職種が自動
的に表示されます。職務コードは職務コード テーブルで作成しま
す。

育成プランの更新 クリックすると、従業員の現在の個人プロファイルと、フォーカス
した異動に関連付けられた職務コードまたはポジションのプロ
ファイルが比較されます。次のように、「育成プラン」ページに挿
入されるコンピテンシーの差異と他のプロファイルのトピックが
特定されます。

• 任務プロファイルで必要な評価よりも低いコンピテンシーと
他の評価済項目は挿入されます。
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• 従業員プロファイルで評価が入力されていない任務プロ
ファイルの必須項目は挿入されます。

• 複数の評価があり、そのいずれかが任務プロファイルで必
要な評価よりも低い個人プロファイルの項目は挿入されま
す。

特定されたコンピテンシーと他の項目がキャリア育成プランに
挿入された後、「育成プラン」ページが表示されます。このページ
では、終了予定日などの関連情報を更新できます。

「育成プランの更新」ページ
「育成プランの更新」ページ (HR_CP_DEVELOP) を使用して、従業員の現在の個人プロファイルと、
フォーカスした異動に関連付けられた職務コードまたはポジションのプロファイルを比較します。

ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」

キャリア プランを選択した後で、画面上の「育成プランの更新」ボタンを選択すると、「育成プランの更
新」ページが表示されます。

画像: 育成プランの更新

このスクリーンショットは、「育成プランの更新」ページのフィールドおよびコントロールを示しています。

「Print Individual Development Plan (IDP) Actions」ページ
「(USF) Print Individual Development Plan (IDP) Actions」ページ (GVT_CAR_PIDP_SEC) を使用して、
キャリア プランを承認のために送信し、完成したプランを印刷します。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「キャリア プラ
ン」

「IDP の生成」リンクをクリックします。

画像: 「Print Individual Development Plan (IDP) Actions」ページ

次の例では、「Print Individual Development Plan (IDP) Actions」ページのフィールドおよびコントロールを
説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

キャリア プランの開始理由 キャリア プランの理由を選択します。有効な値は、「所属組合
協約」、「キャリア育成手段」、「キャリア プログラム」、「要育成プログラ
ム」、「従業員申請」、「定期考課」および監督者申請です。

現在参加中 従業員が要育成プログラムに参加しているかどうかを選択し、
有効値のリストからプログラムを選択します。

要育成プログラム 要育成プログラムを選択します。有効な値は、「管理職インターン
プログラム」、「キャリア育成プログラム」、「キャリア プログラム」、「コン
ピュータ プログラマ研修生」、「None」および「WAO インターン プログラ
ム」です。

IDP の作成 このボタンをクリックすると、この個人の能力開発プランの PDF
バージョンが作成されます。

「Federal Potential Future Positions」ページ
「(USF) Federal Potential Future Positions」ページ (GVT_CAR_PLN2_SEC) を使用して、「キャリア プラ
ン - キャリア パス」ページで指定したキャリア パスの詳細を追加します。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「キャリア パ
ス」

「Federal Data」リンクをクリックします。

画像: 「Federal Potential Future Positions」ページ

次の例では、「Federal Potential Future Positions」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
のページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

必要性判定日 キャリア ステップへの同意が得られた日付を入力します。

自己啓発 これが従業員の自己啓発アクティビティの一部である場合は、
選択します。

必須 ステップが必須の場合は、選択します。

「ランキングと適性」ページ
「ランキングと適性」ページ (CAREER_PLAN3) を使用して、同僚との比較によって、適性を示します。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「ランキングと
適性」

画像: 「ランキングと適性」ページ

次の例では、「ランキングと適性」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィー
ルドおよびコントロールの定義は後で説明します。

従業員のスキルと昇進可能性をより多角的に割り出すために、様々なタイプのランクを入力します。

使用ランキング

グループ 何人の従業員と比較してランク付けしたかを入力します。

キャリア適性

レベル 示される評価には、「現職適任」、「高い能力を有する候補者」、「配
置転換可能」、「役員候補者」および「昇進候補」があります。

「キャリア目標」ページ
「キャリア目標」ページ (CAREER_PLAN4) を使用して、従業員の短期および長期の目標を入力します。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「キャリア目
標」

画像: 「キャリア目標」ページ

次の例では、「キャリア目標」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールド
およびコントロールの定義は後で説明します。

短期キャリア目標のインポート このボタンは、米国連邦政府ユーザー専用です。

このボタンをクリックし、従業員の直近の考課から目標をイン
ポートします。

実際完了日 従業員が実際に目標を達成した日付を入力します。

目標 (1 - 3 年) このフィールドには、短期目標を入力します。HR を使用して人
事考課を管理している場合は、ここで入力した短期目標を人事
考課における短期目標の基準として利用してください。

長期キャリア目標のインポート このボタンは、米国連邦政府ユーザー専用です。

このボタンをクリックし、従業員の直近の考課から目標をイン
ポートします。

目標 (3 - 5 年) このフィールドには、長期目標を入力します。HR を使用して人
事考課を管理している場合は、ここで入力した長期目標を人事
考課における長期目標の基準として利用してください。

「キャリア メンタリング」ページ
「キャリア メンタリング」ページ (CAREER_PLAN5) を使用して、キャリア メンターを割り当てます。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「キャリア メン
タリング」

画像: 「キャリア メンタリング」ページ

次の例では、「キャリア メンタリング」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

従業員には、異なるキャリア目標を目指すための、様々なタイプのメンターを複数設定することができま
す。

名 従業員のメンターの名前を入力します。

メンター タイプ リストからメンター タイプを選択します。

予定日 このメンタリング アクティビティの完了予定日を入力します。

完了日 完了したら、完了日を入力します。

キャリア目標 このメンターを通じて達成するキャリア目標を入力します。

「連邦政府コーチング/メンタリング情報」ページ
「連邦政府コーチング/メンタリング情報」ページ (GVT_CAR_PLN5_SEC) を使用して、従業員の「キャリ
ア メンタリング」ページで指定したキャリア目標に関する、より詳細な情報を追加します。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「キャリア メン
タリング」

「Federal Data」ボタンをクリックします。

画像: 「連邦政府コーチング/メンタリング情報」ページ

次の例では、「連邦政府コーチング/メンタリング情報」ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

必要性判定日 目標への同意が得られた日付を入力します。

自己啓発 これが従業員の自己啓発の一部である場合は、選択します。こ
のことは、従業員がこのアクティビティの費用を支払うことを示
します。

必須アクティビティ アクティビティが必須の場合は、選択します。

「得意/要育成分野」ページ
「得意/要育成分野」ページ (CAREER_PLAN6) を使用して、従業員の得意分野と要育成分野を記録お
よび評価します。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「得意/要育
成分野」

画像: 「得意/要育成分野」ページ

次の例では、「得意/要育成分野」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィー
ルドおよびコントロールの定義は後で説明します。

得意分野

コンテンツ タイプ プロファイル管理の使用可能なコンテンツ タイプに応じて、得
意/要育成分野に関連するコンテンツ タイプを選択します。使
用可能なコンテンツ タイプは、「キャリア プラン - プロファイル
の設定」ページで指定したコンテンツ タイプによって限定されま
す。

得意分野 コンピテンシーのリストから、評価する得意分野を選択します。コ
ンピテンシーは、プロファイル管理ビジネス プロセスの一部であ
るコンテンツ カタログで定義します。

レベル 選択したコンピテンシーについて、従業員の能力レベルを最もよ
く表しているレベルを選択します。
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要育成分野

要育成分野 従業員の要育成分野であると思われるコンピテンシーを選択し
ます。

レベル 選択したコンピテンシーについて、従業員の能力レベルを最もよ
く表しているレベルを選択します。

関連リンク
「コンテンツ カタログについて」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロファイル管理」)

「研修プラン」ページ
「研修プラン」ページ (CAREER_PLAN7) を使用して、選択した従業員の研修プログラムを入力または更
新します。従業員職務コードのデフォルト研修プログラムを使用するか、または変更します。

ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「研修プラン」

画像: 「研修プラン」ページ

次の例では、「研修プラン」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドお
よびコントロールの定義は後で説明します。

研修プラン デフォルト研修プログラムを研修プログラム テーブルで作成し、
それを職務コード テーブルで職務コードに関連付けます。この
ページに表示されている職務コードに研修プランが設定されて
いる場合は、「研修プラン」ボタンをクリックすると、「研修プラ
ン」スクロール領域のフィールドに研修プログラムの情報が自動
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入力されます。従業員の研修プランがデフォルト プランと異な
る場合には、必要に応じてフィールドの値を修正します。

研修プランを保存した後は、このボタンは使用できなくなりま
す。ただし、新規キャリア プランを作成するたびに、このボタンは
使用可能になるため、新規プランにはデフォルト値を使用する
ことができます。

注: 従業員の職務コードは、有効日 (キャリア プラン作成日) に
よって判別されます。キャリア プラン作成日以降に従業員の職
務が変わった場合、デフォルト研修プランの取得先は前の職務
コードのままです。研修プランを常に現在の職務に基づいたも
のにするために、職務が変わるたびに新規のキャリア プランを
作成し、「職務データ」ページの有効日と一致する有効日を設定
してください。

研修プログラム

研修プログラム 従業員の研修プランが事前定義された研修プログラムに基づ
いている場合には、研修プログラム名が表示されます。

研修プラン

連番 連番を入力して、コースの順序を指定します。このフィールドに
何も入力しないと、コースは完了予定日の早い順に表示されま
す。リストのコースの順序を変更するには、並べたい順にコース
が並ぶように、各コースに連番を入力します。この情報を保存し
てページをいったん閉じ、再度開きます。コースが新しい順序で
表示されます。

完了日 研修コースのスケジュールが教育・研修管理で設定されてい
る場合には、「ステータス」の値が「完了」に変わった時点でこの
フィールドにコースの終了日が表示されます。

教育・研修管理に登録されていない研修コースを追跡する場合
は、従業員がコースまたは研修を終了したときに、実際の完了
日を手動で入力します。

コース 有効値のリストからコース コードを選択します。このフィールドか
ら出ると、コースの「コース名」、「社内/社外ステータス」、「学校
コード」および「学校名」の値が自動的に表示されます。これらの
フィールドへの入力はできなくなります。つまり、表示された値を
変更することはできません。
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「コース コード」に値を入力した後で、このコードの使用を取り消
す場合は、選択した値を削除します。このフィールドから出ると、
他のフィールドに入力できるようになります。

コース名 コース コードを選択するとコース名が自動表示され、このフィール
ドへの入力はできなくなります。目的のコースがコース テーブル
にない場合は、コース名を入力します。

必須 コースが必須の場合は、このチェック ボックスを選択します。

社内/社外ステータス コース コードを選択すると、このフィールドに値が自動的に入力
され、変更できなくなります。「コース」フィールドで何も選択しな
い場合は、次のオプションのうちの 1 つを選択します。

社内: コースが社内で開催される場合。

社外: 外部業者が運営するコースの場合。

必要性判定日 このフィールドにはキャリア プラン作成日が自動的に入力され
ますが、必要に応じて変更できます。

学校 コースが「社外」の場合には、学校テーブルで設定した学校コード
を選択します。目的の学校が学校テーブルにない場合は、この
フィールドを空白のままにして、「学校名」フィールドに値を入力し
ます。「社内」のコースを選択すると、「学校」フィールドには入力
できなくなります。

学校名 学校コードを選択すると学校名が自動表示され、このフィールド
への入力ができなくなります。目的の学校が学校テーブルにな
い場合は、学校名を入力します。

ラーニングの検索 PeopleSoft ラーニング マネジメントがインストールされている場
合は、このリンクをクリックすると、「研修登録のリクエスト」ペー
ジにアクセスできます。

米国連邦政府用フィールド

次のフィールドは、米国連邦政府ユーザー専用です。

自己啓発 これが従業員の自己啓発アクティビティの一部である場合は、
このチェック ボックスを選択します。このことは、従業員がこの
アクティビティの費用を支払うことを示します。

「育成プラン」ページ
「育成プラン」ページ (CAREER_PLAN8) を使用して、次回のパフォーマンス評価またはキャリア プラン
トピックまでに、従業員が要育成分野のスキルを高められるようにサポートします。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「育成プラン」

画像: 「育成プラン」ページ

次の例では、「育成プラン」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドお
よびコントロールの定義は後で説明します。

コンテンツ タイプ 要育成分野に関連するコンテンツ タイプを選択します。使用可
能なコンテンツ タイプは、「キャリア プラン - プロファイルの設
定」ページで指定したコンテンツ タイプによって限定されます。

要育成分野 選択したコンテンツ タイプに基づいて要育成分野を選択しま
す。コンテンツ タイプを選択しないと、要育成分野の値を選択
することはできません。

「Federal Career Plan Information」ページ
「(USF) Federal Career Plan Information」ページ (GVT_CAR_PLN8_SEC) を使用して、「育成プラン」
ページで指定したキャリア要育成目標の詳細を追加します。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア プランの管理」, 「育成プラン」

「連邦」ボタンをクリックします。

画像: 「Federal Career Plan Information」ページ

次の例では、「Federal Career Plan Information」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
ページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

必要性判定日 目標への同意が得られた日付を入力します。

自己啓発 これが従業員の自己啓発アクティビティの一部である場合は、
このチェック ボックスを選択します。このことは、従業員がこの
アクティビティの費用を支払うことを示します。

(USF) キャリア プランの承認
「キャリア プラン」、「キャリア パス」、「キャリア メンタリング」および「研修プラン」の各ページにアクセスし
ます。

PeopleSoft ワークフローでは、承認プロセスの設定方法に応じて、リクエストされたキャリア プランが承
認担当者に送信されます。評価者は、リクエストを承認または変更し、他のレビュー担当者、最終的には
ヒューマン リソース管理の担当者に送信できます。評価者がリクエストを確認するためにワークリストを開
くと、キャリア プランが表示されます。その後、評価者は、このキャリア プランを承認するには修正が必要
であると示すか、プランを却下します。承認のためにワークフローを使用して送信されるすべてのページに、
承認または承認却下を示す「ステータス」フィールドが含まれています。

承認プロセスを開始するには、次の手順に従います。
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1. ワークリストにアクセスして、目的のページ (「キャリア プラン」、「キャリア パス」など) を開きます。

2. 承認待ちのプランを表示します。

3. これらをレビューし、レビュー結果を表すようにステータスを変更します。

ワークリストを開くには、次の手順に従います。

1. 「表示」、ナビゲータ表示、「ワークリスト」を選択します。

2. 承認待ちのキャリア プランを開きます。

キャリア プラン リクエストを承認するには、次の手順に従います。

1. ワークリストにアクセスして、ページにアクセスします。

2. ページの下部で、「承認」または「未承認」のいずれかをクリックします。

キャリア パス リクエストを承認するには、次の手順に従います。

1. ワークリストを開きます。

従業員 ID を入力するように求められます。

2. ページを開き、ステータスを「承認済」または「未承認」に変更します。

キャリア メンタリング リクエストを承認するには、次の手順に従います。

1. ワークリストを開きます。

従業員 ID の入力を求められます。

2. ページを開き、ステータスを「承認済」または「未承認」に変更します。

研修プラン リクエストを承認するには、次の手順に従います。

1. ワークリストを開きます。

従業員 ID を入力するように求められます。

2. ページを開き、アクティビティ ステータスを「承認済」または「未承認」などに変更します。

従業員のキャリア データの確認

キャリア関連の従業員データを確認するには、「従業員データ」 (EMPLOYEE_SUMMARY)、
「キャリア」 (CAREER_SUMMARY)、「家族情報」 (CAREER_DEPEND_SUMM)、「給与サマリ」
(COMP_SUMMARY)、「研修」 (TRN_STUDNT_CRS_SU1) の各コンポーネントを使用します。

このトピックでは、従業員のキャリア データの概要と、次の作業を行う方法について説明します。

• 従業員の職務パスの表示。
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• サマリ情報の表示。

従業員のキャリア データの確認について
昇進昇格の実現に向けて従業員をサポートするにあたって、その従業員の個人情報と職務情報の履歴
を参照し、キャリア プランを確認します。「キャリア プラン」メニューに全情報があります。このメニューから、
入社前の職歴、学歴、入社後の職歴、数種類のサマリを表示するためのページにアクセスできます。サマ
リ ページの情報は表示専用です。

注: 「キャリア プラン」メニューでは、キャリア プランが設定されている従業員のキャリアに関連する従業
員データにしかアクセスできません。

従業員のキャリア データの確認に使用するページ
ページ名 定義名 用途

従業員のキャリア データの確認 EMPLOYEE_SUMMARY1 従業員の現在の職務データ、雇用デー
タ、個人データを表示します。

「キャリア」ページ CAREER_SUMMARY 従業員が社内でたどってきた職務パス
を表示します。

「家族情報」ページ IMMEDIATE_FAMILY 従業員の扶養家族データと受益者デー
タを表示します。

「給与データ」ページ COMP_SUMMARY 給与サマリ情報を表示します。

「研修」ページ TRN_STUDNT_CRS_SUM 研修サマリ情報を表示します。

「キャリア」ページ
「キャリア」ページ (CAREER_SUMMARY) を使用して、従業員の職務ステータスおよび職務履歴を確認
します。
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ナビゲーション

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「キャリア サマリ確認」, 「キャリア」

• 「組織計画/管理」, 「Succession Planning USF」, キャリア サマリ情報の確認, 「キャリア」

画像: 「キャリア」ページ

次の例では、「キャリア」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよび
コントロールの定義は後で説明します。

「キャリア」ページには、従業員が社内でこれまでに就いた職務の履歴が表示されます。人事異動がすべ
て表示されるわけではなく、職務の異動のみが示されます。各ポジション、職務コード、給与等級、部門異
動またはビジネス ユニットの変更が表示されます。

キャリア進捗の確認

このトピックでは、キャリア進捗チャートの概要と、キャリア進捗チャートの表示方法について説明します。

キャリア進捗チャートについて
「キャリア進捗チャート」ページでは、従業員のキャリア パスをグラフィカル表示で確認したり、従業員と
キャリア パスで選択したロールとでプロファイルの比較を行うことができます。キャリア進捗チャートは、
従業員と管理者がそれぞれ自分のセルフ サービス メニューから利用できます。また、人事部門担当者も
「人材開発」メニューから使用できます。

従業員、管理者または人事部門担当者は、次の処理を行うことができます。

• キャリア パスの検索。

• キャリア パスのグラフィカル表示。

• ポジションまたは職務コードに対するロール プロファイル サマリの表示。
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• 従業員のキャリア パスの職務に対するコンピテンシーの差異/適合性分析の表示。

• 職務コードのコンピテンシー リストの表示と、同じキャリア パスの職務のコンピテンシー リストとの比
較。

前述のアクションを実行するには、次の事前設定を完了しておきます。

• 「キャリア パス」ページでキャリア パスを定義します。

個人キャリア パスまたは承認済/公認パスを使用すると、従業員はキャリア パスをグラフィカル表示
で確認できます。

• 従業員に、評価を指定したコンピテンシー トピックが含まれる個人プロファイルを定義します。

この定義により、従業員と管理者は、それぞれ自分のセルフ サービス オプションから、プロファイル
サマリを表示できます。

• 職務に、必須評価を指定したコンピテンシー トピックが含まれる非個人プロファイルを定義します。

キャリア進捗チャートの表示に使用するページ
ページ名 定義名 用途

「キャリア進捗チャート」ページ HR_CP_ADM_CHART コンピテンシーの差異/適合性分析を行
うために、キャリア パス サマリと非個人
プロファイル サマリを表示します。

「キャリア進捗チャート」ページ
「キャリア進捗チャート」ページ (HR_CP_ADM_CHART) を使用して、コンピテンシーの差異/適合性分析
を行うために、キャリア パス サマリと非個人プロファイル サマリを表示します。
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ナビゲーション

• 「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「評価/キャリア プランの準備」, 「キャリア進捗チャート」

• 「管理者セルフサービス」, 「キャリア プラン」, 「キャリア進捗チャート」

• 「セルフサービス」, 「キャリア プラン」, 「キャリア進捗チャート」

• それぞれのキャリア プランのページで、「キャリア進捗チャート」リンクをクリックします。

画像: 「キャリア進捗チャート」ページ

次の例では、「キャリア進捗チャート」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

キャリア パス - 承認済/公認 この領域には、セルフサービス キャリア プラン ページまたは
「キャリア プラン」ページで定義した次のキャリア パスの評価タ
イプが 3 つまで表示されます。

• 「キャリア プラン」ページで定義した承認済/公認キャリア パ
ス。

• 管理者セルフサービスと従業員セルフサービスのセルフ
サービス キャリア プラン ページで定義した管理者同意済
キャリア パス。

• 従業員セルフサービスのセルフサービス キャリア プラン
ページで定義した個人キャリア パス。

チャート内の各職務コードは、ノードと呼ばれます。ノードを選択す
ると、そのノードが現在のノードとなり、「プロファイル サマリ」領
域の内容に反映されます。

プロファイル サマリ 職務コード データのサマリが表示されます。この領域の内容
は、「キャリア パス」領域でフォーカスしたノードに関連付けられ
ています。
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「職務間の比較」、「職務に対する自己
比較」、「職務に対する従業員比較」

このボタンをクリックすると、「プロファイル サマリ」領域に表示
されているチャートでフォーカスした職務コードを比較基準のソー
スとして使用して、プロファイル マネージャ ベースのコンピテン
シーの差異/適合性比較プロセスが開始されます。比較結果は、
「検索結果」ウィンドウに表示されます。

セルフサービスのページから「キャリア進捗チャート」ページにア
クセスした場合は、「職務に対する自己比較」ボタンをクリック
すると比較プロセスが開始されます。管理者セルフサービスの
ページから「キャリア進捗チャート」ページにアクセスした場合
は、「職務に対する従業員比較」ボタンをクリックすると比較プ
ロセスが開始されます。プロファイル システムにより、現在の従
業員と「キャリア パス」領域でフォーカスしたノードに関連付けら
れた職務について、管理任務マッチ プロセスが開始されます。

人事部門担当者が「評価/キャリア プランの準備」のページから
「キャリア進捗チャート」ページにアクセスした場合は、「職務間
の比較」ボタンをクリックすると、選択した職務コード/ポジション
とキャリア パスで選択した職務コードとでコンピテンシーの対照
比較が開始されます。表示されるコンピテンシーは、各職務コー
ドの非個人プロファイルから取得されます。

注: 選択した従業員または選択した職務コードにプロファイルが
定義されていない場合、比較プロセスは開始されません。

キャリア レポートの実行

このトピックでは、キャリア レポートの実行に使用するページのリストを示し、グループ別キャリア詳細のレ
ポートを作成する方法について説明します。

キャリア レポートの実行に使用するページ
ページ名 定義名 用途

「グループ別キャリア詳細」ページ HR_SUCC_METRICS1 キャリア プランの様々な従業員メトリック
が表示されるレポートを作成します。

「有効キャリア プラン」ページ HR_SUCC_METRICS3 従業員のキャリア プランのステータスを
表示します。

「キャリア適性」ページ HR_SUCC_METRICS3 定義した適性に基づいて従業員と、その
従業員の退職予定、現在のロールの在
任期間を特定します。
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ページ名 定義名 用途

「重要職務コード - 現職者」ページ HR_SUCC_METRICS3 重要職務コードと、その職務コードを設定
された現職者のキャリア プランを特定し
ます。

「個人研修プラン」ページ RUNCTL_CAR002 「研修プラン」 (CARTRAIN) レポートを
実行します。

「能力開発プラン」ページ RUN_FGHR022 「能力開発プラン」 (FGHR022) レポート
を実行します。

「グループ別キャリア詳細」ページ
「グループ別キャリア詳細」ページ (HR_SUCC_METRICS1) を使用して、キャリア プランの様々な従業員
メトリックが表示されるレポートを作成します。

キャリア プランの様々な従業員メトリックを示す、オンライン表示可能なレポート ページを作成できます。
「グループ別キャリア詳細」ページを使用すると、次の情報を表示できます。

• キャリア プランが定義されている従業員と定義されていない従業員。

• 現在のロールでの在職期間や退職日など、従業員のキャリア適性。

• 重要職務コードに関するキャリア プランがある現職者とない現職者。
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ナビゲーション

「人材開発」, 「キャリア プラン」, 「レポート」, 「グループ別キャリア詳細」

画像: 「グループ別キャリア詳細」ページ

次の例では、「グループ別キャリア詳細」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

レポート名 表示するレポート タイプを選択します。値は、「有効キャリア プラ
ン」、「キャリア適性」および「重要職務コード - 現職者」です

タイム フレーム レポートの対象期間を指定します。値は、「完全履歴」、「過去 1
か月」、「過去 12 か月」、「過去 3 か月」、「過去 6 か月」、「日付を指
定」です。「開始日」フィールドと「終了日」フィールドを表示する
には、「タイム フレーム」フィールドで「日付を指定」を選択する必
要があります。

「有効キャリア プラン」ページ
「有効キャリア プラン」ページ (HR_SUCC_METRICS3) を使用して、従業員のキャリア プランのステータ
スを表示します。

これにより、組織は、従業員のキャリア プラン準備期間に基づいてアクティビティや方針を定義できま
す。
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ナビゲーション

「グループ別キャリア詳細」ページで「有効キャリア プラン」を選択し、「レポートへ」ボタンをクリックします

画像: 「有効キャリア プラン」ページ

次の例では、「有効キャリア 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。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

評価日 従業員の現在のキャリア プランにおける最終評価日が表示さ
れます。キャリア プランがない場合、このフィールドは空です。

キャリア準備期間 従業員の現在のキャリア プランに指定された準備期間の値が
表示されます。キャリア プランがない場合、このフィールドは空
です。

注: 準備期間の値は、1 回目の異動、1 つ目のオプションからの
値です。複数のオプションを指定できますが、これらのメトリック
には最も可能性が高い異動が使用されます。

キャリア プラン この列のリンクをクリックすると、特定の従業員 ID についてキャ
リア プランの表示または作成を行うことができます。

「表示」オプションは、既存のキャリア プランがある従業員に表
示されます。
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「作成」オプションは、既存のキャリア プランがない従業員に表
示されます。

「有効キャリア プラン」の「キャリア適性」

「キャリア適性」ページを使用して、定義した適性に基づいて従業員と、その従業員の退職予定、現在の
ロールの在任期間を特定します。

「キャリア適性」ページを使用して、有望な従業員と、その従業員の退職予定、現在のロールの在任期間
を特定します。この情報は、従業員グループ内でのキャリア適性を特定し、有望な従業員をつなぎ止めた
り、従業員の能力を向上させるためのアクティビティや方針を定義するのに役立ちます
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ナビゲーション

「グループ別キャリア詳細」ページで「キャリア適性」を選択し、「レポートへ」ボタンをクリックします

画像: 「キャリア適性」ページ (1/2)

次の例では、「キャリア適性」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。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: 「キャリア適性」ページ (2/2)

次の例では、「キャリア適性」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。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

キャリア適性 従業員の現在のキャリア プランにおけるキャリア適性の値が表
示されます。キャリア プランがない場合、このフィールドは空で
す。

ロールの残り時間 「キャリア プラン」ページから、従業員の現在のロール (役職) に
おける残り時間が表示されます。

退職日 従業員の現在のキャリア プランにおける退職日が表示されま
す。キャリア プランがない場合、このフィールドは空です。
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「有効キャリア プラン」の「重要職務コード - 現職者」

「重要職務コード - 現職者」ページを使用して、重要職務コードと、その職務コードを設定された現職者の
キャリア プランを特定します。

「重要職務コード - 現職者」ページを使用して、組織の重要職務コードと、その職務コードを設定された現
職者のキャリア プランを特定します。このページでは、重要職務コードを特定し、その職務コードについて、
現職の従業員に対するキャリア プランの更新および作成を行うためのアクティビティや方針を定義して
優先させることができます。

ナビゲーション

「グループ別キャリア詳細」ページで「重要職務コード - 現職者」を選択し、「レポートへ」ボタンをクリックしま
す

画像: 「重要職務コード - 現職者」ページ

次の例では、「重要職務コード - 現職者」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
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

職務名 「職務データ」テーブルにある職務名が表示されます。

現職者名 対応する職務コードの従業員の氏名が表示されます。
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(FRA) 従業員の評価

フランス公的機関内では、職務資格を判別するための基準として評価が使用されます。

従業員の評価の詳細は、PeopleSoft HR のフランス公的機関管理で説明しています。

関連リンク
「従業員評価について」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理のフランス公的機関管理」)

キャリア プラン セルフサービスの管理

このトピックでは、キャリア プラン セルフ サービス トランザクションの概要と、従業員のセルフ サービス
プロファイルを定義する方法について説明します。

キャリア プラン セルフ サービスについて
キャリア プラン セルフ サービスのページを使用すると、従業員は自分の現在の任務プロファイルを確認
したり、様々なパスにおけるプロファイルの要件を表示できます。また、現在の技能、コンピテンシーおよび
資格を目標とするプロファイルのものと比較することもできます。差異に基づいて短期間に目標の作成
と処置を実施するために、プロファイルを育成プランに挿入できます。また、比較で指定した特定の分野
を目標にして、育成プランにインポートすることもできます。従業員は、個人で機会を見抜けるようになりま
す。特定の任務プロファイルについて空きポジションを特定し、応募や自身を推薦したり、そのポジション
に関して電子メールを送信することができます。

PeopleSoft Enterprise ラーニング マネジメントがインストールされている場合は、キャリア プラン セルフ
サービスのページのいくつかで、「ラーニングの検索」リンクを使用して「研修登録のリクエスト」ページにア
クセスできます。

キャリア プランの管理に使用するセルフ サービスのページ
ページ名 定義名 用途

「マイ プロファイル」ページ JPM_JP_PROFL2_EMP 従業員が自分のプロファイル データを表
示および更新できるようにします。

「キャリア パス」ページ HR_CP_PATH 従業員のキャリア パスの定義、デフォル
ト キャリア パスの変更、キャリア進路の
作成を行います。

「キャリア目標」ページ HR_CP_GOALS 従業員の短期および長期の目標を入力
します。

「キャリア メンタリング」ページ HR_CP_MENTOR キャリア メンターを割り当てます。
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ページ名 定義名 用途

「キャリア得意/要育成分野」ページ HR_CP_DVLP_AREA 従業員の得意分野および要育成分野の
記録と評価を行います。

「研修プラン」ページ HR_CP_TRAINING 選択した従業員の研修プログラムを入
力または更新します。従業員職務コード
のデフォルト研修プログラムを使用する
か、または変更します。

「育成プラン」ページ HR_CP_DEVELOP 次回のパフォーマンス評価またはキャリ
ア プラン トピックまでに、従業員が要育
成分野のスキルを高められるようにサ
ポートします。

「個人社内用履歴書」ページ HR_CP_RESUME 従業員が社内用履歴書に含める特定の
項目を選択して、社内で使用するための
個人履歴書を作成できるようにします。

「キャリア進捗チャート」ページ HR_CP_PRO_CHART コンピテンシーの差異/適合性分析を行
うために、キャリア パス サマリと非個人
プロファイル サマリを表示します。

「キャリア プランの管理」ページ HR_CP_MANAGER 管理者がキャリア プラン アクティビティ
を直属部下に対して実行できるようにし
ます。

「キャリア パス」ページ
「キャリア パス」ページ (HR_CP_PATH) を使用して、従業員のキャリア パスの定義、デフォルト キャリア
パスの変更、キャリア進路の作成を行います。
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ナビゲーション

「セルフサービス」, 「キャリア プラン」, 「キャリア パス」

画像: 「キャリア パス」ページ

次の例では、「キャリア パス」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールド
およびコントロールの定義は後で説明します。

希望するポジションまたはロールを選択すると、キャリア パスの表示および更新を行うことができます。1
つまたは複数のロールがキャリア パスに指定されている場合、ポジションまたはロールごとに必要な職務
技能、コンピテンシーおよび経験を参照できます。また、現在のプロファイルと希望ポジションに対するプ
ロファイル要件の差異も参照できます。

キャリア パスは業務用や個人用に複数定義できます。また、適性の評価や業績計画および育成プランの
作成において組織で基準として使用されるパスを 1 つ指定できます。

育成プランの更新 このボタンをクリックすると、選択した異動の行に基づいて要
育成分野を育成プランに挿入できます。次のように、コンピテン
シーの差異と他のプロファイルのトピックが挿入されます。

• 任務プロファイルで必要な評価よりも低い従業員のコンピ
テンシーと他の評価済項目。

• 従業員のプロファイルにない任務プロファイルの必須項目。

• 複数の評価があり、そのいずれかが任務プロファイルで必
要な評価よりも低い個人プロファイルの項目。たとえば、理
解、リーディング、スピーキングなどの言語項目に対する評
価などです。
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指定したコンピテンシーや他の項目が育成プランに挿入される
と、終了予定日など、挿入された項目の関連情報を更新できる
ように「育成プラン」ページが表示されます。

キャリア パスをロード 次の希望職務に対するキャリア パスに 1 行しかない場合
は、「キャリア パスをロード」ボタンをクリックして、ポジションの
キャリア パスをキャリア パス テーブルから自分のキャリア パス
に挿入するための基準として、希望職務の行を選択します。

プライベート パス 選択すると、管理者は個人キャリア パスを表示できなくなりま
す。

詳細 この列のアイコンをクリックすると、「キャリア ステップ詳細」ペー
ジが表示されます。「キャリア ステップ詳細」ページには、特に兵
役および連邦政府データ ユーザーのキャリア ステップの詳細が
表示されます。

「個人社内用履歴書」ページ
「個人社内用履歴書」ページ (HR_CP_RESUME) を使用して、従業員が社内用履歴書に含める特定の
項目を選択して、社内で使用するための個人履歴書を作成できるようにします。

すべての業務関連情報を集約するために、パーソナル設定された履歴書を作成できます。この社内用履
歴書を使用して、社内で空いている職務またはポジションに応募します。
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ナビゲーション

「セルフサービス」, 「キャリア プラン」, 「個人社内用履歴書」

画像: 「個人社内用履歴書」ページ (1/3)

次の例では、「個人社内用履歴書」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。このページ
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: 「個人社内用履歴書」ページ (2/3)

次の例では、「個人社内用履歴書」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。このページ
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。
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画像: 「個人社内用履歴書」ページ (3/3)

次の例では、「個人社内用履歴書」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
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

希望データに関連付けられたチェック ボックスを選択して、社内用履歴書に含める情報を選択します。

注: このページのデータを更新するには、「マイ プロファイル」セルフ サービス ページと「個人情報」セルフ
サービス ページを使用します。

社内用履歴書の表示 このボタンをクリックすると、このページで選択した内容から作
成された社内用履歴書を表示またはダウンロードできます。社
内用履歴書は、リッチ テキスト形式のファイル形式で保存され
ます。

「キャリア プランの管理」ページ
「キャリア プランの管理」ページ (HR_CP_MANAGER) を使用して、直属部下に対してキャリア プラン ア
クティビティを実行します。管理者は、直属部下の勤務地変更の希望、キャリア パス、従業員の適性評価
の更新、短期および長期目標、得意分野、要育成分野の詳細、メンターの詳細、研修プランおよび育成プ
ランを表示できます
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ナビゲーション

「管理者セルフ サービス」, 「キャリア プラン」, 「キャリア プランの管理」, 「キャリア プランの管理」, 「キャ
リア プランの管理」

画像: 「キャリア プランの管理」ページ

次の例では、「キャリア プランの管理」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページの
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

キャリア プランと ePerformance-パフォーマンス管理との統合によって、管理者は、キャリア プランの従業
員のパフォーマンス データおよびパフォーマンス記入表の従業員のキャリア プラン データに簡単にアクセ
スできるようになります。管理者は、「キャリア プランの管理」ページの下部にあるリンクをクリックして、従
業員の最新のパフォーマンス記入表に移動できます。同様に、管理者はパフォーマンス記入表の「キャリ
ア プラン サマリ」セクションのリンクをクリックして、「キャリア プランの管理」ページを開き、従業員のキャ
リア プラン データを更新できます。詳細は、「ePerformance-パフォーマンス管理とキャリア プランおよび後
任計画との統合について」 (「ePerformance-パフォーマンス管理」) を参照してください

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hepf/concept_UnderstandingEPerformanceAndCareerAndSuccessionPlanningIntegration.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hepf/concept_UnderstandingEPerformanceAndCareerAndSuccessionPlanningIntegration.html
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第3章

後任計画

後任計画について

このトピックでは、次について説明します。

• 後任計画

• (USF) 後任計画

後任計画
組織が今後も確実に発展を続けるようにするには、重要ポジションに現在就いている従業員の後任者を
決定する必要があります。HR の後任計画ビジネス プロセスでは、重要ポジションの候補者を特定し、後
任計画上の問題箇所を予想し、昇進または昇格の時期を迎えている各従業員の複数のキャリア パスを
作成することができます。

後任計画ビジネス プロセスを導入するには、次の手順に従います。

1. 事前設定作業を行います。

2. 後任計画を作成します。

3. (オプション) 後任ツリーを作成します。

後任ツリーを設定すると、キャリア サマリの確認、有望な従業員のキャリア プランの進捗のモニタリング、
重要ポジションの後任計画の変更履歴の追跡が可能になるとともに、組織の要件が時間の経過ととも
に変化するのに合わせて後任計画を調整できます。

統合

後任計画ビジネス プロセスと統合できるものは、次のとおりです。

• HR のプロファイル管理ビジネス プロセス。

「プロファイル管理の概要」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロファイル管理」) を参照してくだ
さい

• HR のキャリア プラン ビジネス プロセス。

「キャリア プランの設定」を参照してください。

• HR のポジション管理ビジネス プロセス。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/concept_ManageProfilesOverview-077ff8.html
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「重要ポジションの定義」、「適格候補者の特定」を参照してください。

• PeopleSoft タレント獲得管理。

「適格候補者の特定」を参照してください。

(USF) 後任計画
米国連邦政府のユーザー向け後任計画ビジネス プロセスでは、政府職員の後任計画および後任ツリー
を設定および管理できます。

「Succession Planning USF」メニューには、「後任計画」メニューと同じページが含まれています。「後任計
画」、「重要ポジションの定義」メニューの下にある「重要ポジション」 (POSITION_DATA) コンポーネント
は、「Succession Planning (USF)」メニューの下にある「Identify Key Positions」 (POSITION_DATA) コン
ポーネントと同じです。

後任計画 USF コンポーネントについては、「(USF) 後任計画」およびPeopleSoft ヒューマン リソース管理プロ
ファイル管理とPeopleSoft ヒューマン リソース管理ポジション管理で説明しています。

前提条件

HR で後任計画ビジネス プロセスを設定する前に、次の作業を行います。

1. HCM のコア データを設定します。

2. HR 職務データを設定します。

3. 重要ポジションを定義します。

4. 重要職務コードを定義します。

5. 重要従業員を特定します。

6. (オプション) プロファイルを設定します。

7. (オプション) キャリア プランを設定します。

8. 適格候補者を特定します。

HCM コア データの設定
後任計画ビジネス プロセスに必要な HCM のコア データに関する説明は、PeopleSoft HCM アプリケーショ
ンの基礎に記載されています。

「実装のデフォルトの設定」 (「アプリケーションの基礎」) を参照してください。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaf/task_SettingUpImplementationDefaults-e3290d.html
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職務データの設定
後任計画ビジネス プロセスに必要な HR の職務データに関する説明は、PeopleSoft HR 人事・労務管
理に記載されています。

注: 後任計画のページを使用する前に、「人事・労務管理」のテーブルに従業員の職務データがあること
を確認してください。複数のビジネス ユニットとセット ID を設定した場合は、ユーザー ID のビジネス ユ
ニットとセット ID の機能がどのように設定されているかによって、そのユーザーが使用および作成する情
報が決まります。

「職務データについて」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理人事・労務管理」) を参照してください。

重要ポジションの定義
ポジション管理ビジネス プロセスを使用して、社内の重要ポジションを特定し、ポジション階層 (後任計
画に必要) を作成します。ポジション階層が作成されると、各重要ポジションの現職者を確認できます。
重要ポジションに関する説明は、PeopleSoft ヒューマン リソース管理ポジション管理に記載されています。

「ポジション データの管理」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理ポジション管理」) を参照してください。

注: USF ユーザーが「重要ポジション」ページにアクセスするには、「組織計画/管理」、「Successions
Planning USF」、「dentify Key Positions」の順にクリックする必要があります。

重要職務コードの定義
職務コード テーブル コンポーネントを使用して、社内の重要な職務を指定します。この作業は、職務コード
ベースの後任計画を作成する場合にのみ必要です。

「職務の分類」 (「アプリケーションの基礎」) を参照してください。

重要従業員の特定
人事異動サマリ コンポーネントを使用して、重要従業員を特定します。重要従業員の特定は、従業員ベー
スの後任計画を作成する場合にのみ必要です。

重要従業員は、従業員後任計画タイプのソースとなるよう特別に定義されたタレント プール カテゴリに関
連付けられたタレント プールのアクティブ メンバーである必要があります。従業員後任計画タイプのソー
スにできるタレント プールの数に制限はありません。

「従業員の職務履歴の表示」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理人事・労務管理」) を参照してくださ
い。

プロファイルの設定
プロファイル管理ビジネス プロセスを使用して、重要従業員およびロールのプロファイルを作成します。
ロールとは、ポジションおよび職務コードです。ロールのプロファイルは、特定の職務に関連するコンピテン

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/concept_UnderstandingJobData-647cc1.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhms/task_MaintainingPositionData-e311f6.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaf/task_ClassifyingJobs-e327c8.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/task_ViewingWorkerJobHistory-647ab3.html
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シーと資格を定義します。後任計画プロセスは、プロファイルの検索/比較コンポーネントを使用して、従業
員のコンピテンシーをポジションおよび職務コードのプロファイルのコンピテンシーと比較し、重要ロールの
適格候補者の特定とランク付けを行います。プロファイルに関する説明は、PeopleSoft ヒューマン リソース管
理プロファイル管理に記載されています。

従業員のプロファイルを簡単に参照できるように、後任計画ビジネス プロセスから個人プロファイル コン
ポーネントへのアクセスが可能になっています。

「プロファイル管理の概要」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロファイル管理」) を参照してくださ
い。

キャリア プランの設定
キャリア プラン ビジネス プロセスを使用して、後任計画の適格候補者を育成します。有望な従業員のた
めに作成したキャリア プランによって、こうした従業員を社内の重要ポジションに異動する準備をするこ
とができます。キャリア プランは後任計画の作成に必須ではありませんが、後任計画をキャリア プランと
連動させて使用すると、予定されている異動の準備のための研修と教育を計画できます。

「キャリア プランの作成」を参照してください。

重要ポジションの候補者を特定するプロセスは自動化することができます。「後任計画の作成」
(SUCCESSION_PLAN) コンポーネントを使用すると、選択した重要ロールをキャリア パスの中に持って
いる人のリストが作成されます

「「候補者」ページ」を参照してください。

キャリア サマリの確認

キャリア サマリを確認するには、「キャリア」 (CAREER_SUMMARY)、「給与データ」
(COMP_SUMMARY2)、「研修」 (TRN_STUDNT_CRS_SU2) の各コンポーネントを使用します。

候補者のキャリア情報を簡単に確認できるように、キャリア プラン ビジネス プロセスと人事・労務管理ビ
ジネス プロセスのいくつかのデータが、後任計画ビジネス プロセスに表示されます。

注: これらのページは表示専用です。キャリア データ、給与データ、研修データを更新する場合は、キャリア
プラン ビジネス プロセス、人事・労務管理ビジネス プロセス、教育・研修管理ビジネス プロセスの該当
ページを使用します。

「キャリア パスの作成」を参照してください。

「個人および職務情報の更新プロセスについて」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理人事・労務管理」)
を参照してください。

適格候補者の特定
重要ポジションを特定し、これらのポジションのプロファイルを定義したら、従業員のプロファイルを検
索、比較し、適格候補者を特定できます。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/concept_ManageProfilesOverview-077ff8.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/concept_UnderstandingtheProcessofUpdatingPersonandJobInformation-647af3.html
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「プロファイルの検索と比較」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロファイル管理」) を参照してくださ
い。

社外候補者の採用

後任計画の候補者リストを作成する際には、社外の人材も候補者として考慮します。社外の候補者を後
任計画に含める前に、HR に追加して応募者 ID を関連付ける必要があります。

Workforce Administration for PeopleSoft Human Resources インテグレーションについて (「PeopleSoft
ヒューマン リソース管理人事・労務管理」) を参照してください。

人材募集にリストされているコンピテンシーが、重要ロールに必要なコンピテンシーに適合する場合は、そ
の重要ロールの候補者の特定と採用の可能性を高めることができます。

後任計画の設定

このトピックでは、後任計画のデフォルト値の定義方法について説明します。

後任計画の設定に使用するページ
ページ名 定義名 用途

「後任計画設定」ページ HR_SP_DEFAULT プロファイル マネージャのプロファイル
タイプの使用や評価ボックス関連など、
後任計画の設定情報とデフォルト情報
を定義します。

「評価ボックスの定義」ページ HR_RATINGS_BOX_CFG 従業員の評価割当てをグラフィカル表
示するために評価ボックス (マトリック
ス) を定義します。たとえば、従業員を他
の従業員と対比して評価するために後
任計画またはタレント プールで使用でき
るパフォーマンス対適性用の 9 ボックスな
どです。

「評価のマッピング」ページ HR_RB_MAP_RATINGS 後任計画の評価ボックスの評価に、パ
フォーマンス評価とキャリア適性評価を
マップします。パフォーマンス処理では複
数の評価モデルを使用できるため、1 つ
の評価ボックス ID に対する複数の評価
モデルのマッピングがサポートされてい
ます。

「後任計画設定」ページ
「後任計画設定」ページ (HR_SP_DEFAULT) を使用して、プロファイル マネージャのプロファイル タイプ
の使用や評価ボックス関連など、後任計画の設定情報とデフォルト情報を定義します。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/task_SearchingandComparingProfiles-367f83.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/concept_UnderstandingtheWorkforceAdministrationforPeopleSoftHumanResourcesIntegration-5677bb.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaw/concept_UnderstandingtheWorkforceAdministrationforPeopleSoftHumanResourcesIntegration-5677bb.html
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ナビゲーション

「HCM 基本設定」, 「製品/業務別定義」, 「組織計画/管理」, 「後任計画設定」

画像: 「後任計画設定」ページ

次の例では、「後任計画設定」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールド
およびコントロールの定義は後で説明します。

評価ボックス ID 後任計画およびタレント プールの全レコードに使用する評価
ボックスを 3 つまで選択します。後任計画またはタレント プー
ルの領域で指定した評価ボックスはいずれも、後任計画コン
ポーネントまたはタレント プール コンポーネントの「評価ボック
ス」ページから編集できます。評価ボックス設定ページで定義し
た評価ボックス ID のいずれかを選択できます。

キャリア プラン流出時の影響 選択すると、後任候補者またはタレント プール メンバーとして従
業員を選択した場合に、その従業員に定義されたキャリア プラ
ンを基準にした流出時の影響の値が、後任計画レコードまたは
タレント プール レコードの「流出時の影響」フィールドにデフォル
トで設定されます。

記入票タイプ 「後任 360°」ページや「タレント プール」ページなどの後任計画
アプリケーションで、すべてのパフォーマンス記入票リンクのリン
ク先となる ePerformance-パフォーマンス管理の記入票タイプを
定義します。ePerformance-パフォーマンス管理を使用した記入
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票処理に使用する、定義済の記入票タイプから選択してくださ
い。

検索対象記入票タイプ 「総合人事考課」検索オプションによって後任候補者
またはタレント プール メンバーを検索する際に使用され
る、ePerformance-パフォーマンス管理の記入票タイプと評価モ
デルを定義します。ePerformance-パフォーマンス管理を使用し
た記入票処理に使用する、定義済の記入票タイプから選択し
てください。

評価モデル 「記入票タイプ」フィールドで指定した記入票タイプに関連付け
られた定義済の評価モデルから選択します。

「評価ボックスの定義」ページ
「評価ボックスの定義」ページ (HR_RATINGS_BOX_CFG) を使用して、従業員の評価割当てをグラフィ
カル表示する評価ボックス (マトリックス) を定義します。たとえば、パフォーマンス対適性用の 9 ボックス
などです。評価ボックスを後任計画またはタレント プールで使用すると、従業員を他の従業員と対比して
評価できます。

ナビゲーション

「HCM 基本設定」, 「製品/業務別定義」, 「組織計画/管理」, 「評価ボックスの定義」, 「評価ボックスの
定義」

後任計画またはタレント プールで評価ボックスを使用して、従業員を他の従業員と対比して評価できま
す。

通常の評価ボックス マトリックスは、横 3 ボックス×縦 3 ボックスの 9 ボックスです。しかし、5 ボックス× 5
ボックスの評価ボックスを定義できます。定義できる評価ボックスの数に制限はありません。
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また、このページを使用すると、タレント カテゴリを定義して、そのカテゴリに従業員を割り当てることがで
きます。

画像: 「評価ボックスの定義」ページ (1/2)

次の例では、「評価ボックスの定義」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。このページ
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: 「評価ボックスの定義」ページ (2/2)

次の例では、「評価ボックスの定義」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。このページ
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

タレント プール カテゴリに使用 選択すると、「X 軸評価」領域の値がタレント カテゴリの定義に
使用されます。

「X 軸ボックス数」、「Y 軸ボックス数」 評価ボックス グリッドの各軸に沿って表示するボックス数を選
択します。値は、「2」、「3」、「4」、「5」です。

「タレント プール カテゴリに使用」チェック ボックスを選択した
場合、「Y 軸ボックス数」フィールドは使用できません。
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統合された評価ボックスの設定
ePerformance-パフォーマンス管理との統合により、後任計画の評価ボックス機能に、ePerformance-パ
フォーマンス管理評価の値をデフォルト設定する処理がサポートされます。評価ボックス定義で軸設定
の評価インテグレーションとして「パフォーマンス統合」が選択されている場合、指定された評価モデル内
の各評価を、評価ボックス定義で定義された評価値にマップできます (たとえば、3 つのボックスを持つ
軸に「高」、「中」および「低」)。実行時には、各候補者の最新の完了済パフォーマンス記入表からパフォー
マンス評価が収集され、マッピングに基づいて関連する軸評価にパフォーマンス評価がマップされ、評価
ボックス上の適切な場所に候補者が表示されます。

また、評価ボックス機能にキャリア適性評価の値をデフォルト設定する処理もサポートされます。

ePerformance-パフォーマンス管理との統合によって「評価のマッピング」リンク機能の使用がサポートさ
れ、これにより、評価モデルの評価やトランスレート テーブルの適性値を評価ボックス評価に容易にマッ
プできます。ePerformance-パフォーマンス管理評価とキャリア適性評価を統合するには、評価ボックスの
「評価インテグレーション」フィールドを「パフォーマンス」または「キャリア適性」のいずれかに設定する必
要があります。「評価インテグレーション」の値を設定すると、「評価のマッピング」リンクが表示され、この
リンクによって評価のマッピング ページが表示されます。

画像: インテグレーションを含む「評価ボックスの定義」

次の例では、インテグレーションを含む「評価ボックスの定義」ページのフィールドおよびコントロールを説
明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

タイトル 軸のタイトルを入力します。

ボックス数 評価ボックス グリッドの各軸に沿って表示するボックス数を選
択します。値は、「2」、「3」、「4」、「5」です。

「タレント プール カテゴリに使用」チェック ボックスを選択した
場合、「Y 軸ボックス数」フィールドは使用できません。
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評価インテグレーション 軸によって表される評価インテグレーションを選択します。値は
次のとおりです。

None (デフォルト)

キャリア適性

パフォーマンス評価

「キャリア適性」または「パフォーマンス評価」のいずれかが選択され
ている場合、「評価の自動ロード」フィールドおよび「評価のマッ
ピング」リンクが表示されます。

評価の自動ロード 選択すると、後任計画の「評価ボックス」ページで評価の自動
ロードを制御できます。「評価インテグレーション」フィールドが
「パフォーマンス評価」または「キャリア適性」のいずれかに設定
されている場合、このチェック ボックスは有効になっています。

評価のマッピング このリンクをクリックすると、「評価のマッピング」ページにアクセ
スして、軸の適切な評価モデルに評価ボックス評価をマップで
きます。

このリンクは、「評価インテグレーション」フィールドで「キャリア適
性」または「パフォーマンス評価」のいずれかが選択されている場
合に表示されます。

後任計画の評価ボックスの評価に、パフォーマンス評価とキャ
リア適性評価をマップします。パフォーマンス処理では複数の評
価モデルを使用できるため、1 つの評価ボックス ID に対する複
数の評価モデルのマッピングがサポートされています。

後任計画の作成

後任計画は、長期的なニーズを特定し、その将来のニーズを満たすように社内での人材育成に努めるた
めのプロセスです。このプロセスは、組織における将来のニーズを予測し、組織の方針を遂行して成果を
収めるために必要な人的資源を発掘、評価および育成する手助けをします。

後任計画を作成するには、「後任計画の作成」 (SUCCESSION_PLAN) コンポーネントを使用します。

このトピックでは、後任計画データを入力し、候補者関連タスクを選択する方法を説明します。
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後任計画の作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

「後任計画」ページ SUCCESSION_PLAN1 有効日、計画ステータス、欠員予定日な
ど、計画の詳細を入力します。現職者の
職務およびキャリア プランの詳細を確認
します。

「候補者」ページ SUCCESSION_PLAN2 従業員プロファイルを検索および比較
し、適格候補者を特定します。

後任評価の入力ページ SUCCESSION_RATINGS 設定可能な X-Y マトリックスや 9 ボック
スを使用して後任者を評価します。評価
ボックスを使用すると、パフォーマンス、
適性、準備期間などのカスタム定義した
条件を追跡できます。

「候補者リスト」ページ SUCCESSION_SLATE 後任計画で現職者の後任となる予定の
候補者の最終リストが表示されます。候
補者の定義済後任計画レコードとリンク
して、異動不可の状況を判別しやすくし
ます。

「後任計画」ページ
「後任計画」ページ (SUCCESSION_PLAN1) を使用して、有効日、計画ステータス、欠員予定日など、計
画の詳細を入力します。

現職者の職務およびキャリア プランの詳細を確認します。
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ナビゲーション

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任計画の作成」, 「後任計画」

• 「組織計画/管理」, 「Succession Planning USF」, 「後任計画の作成」, 「後任計画」

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任計画の管理」, 「後任計画」

画像: 「後任計画 - 後任計画」ページ

次の例では、「後任計画 - 後任計画」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
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

欠員予定日 HR に現職者のキャリア プランが設定されている場合は、「欠
員予定日」には、そのキャリア プランで指定されている退職日
が自動的に入力されます。現職者のキャリア プランが設定され
ていない場合は、フィールドに日付を入力します。

パフォーマンス評価 各パフォーマンス記入表に記載されている総合評価の評価レ
ベルを表示します。このフィールドにはパフォーマンス評価が示
され、これはパフォーマンス記入表へのリンクになっています。

注: パフォーマンス記入表へのリンクは、パフォーマンス記入表
を表示するために必要な ePerformance-パフォーマンス管理ロー
ルおよび関連する権限リストをユーザーが持っている場合にの
み使用できます。
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「候補者」ページ
「候補者」ページ (SUCCESSION_PLAN2) を使用して、従業員プロファイルを検索および比較し、適格候
補者を特定します。

ナビゲーション

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任計画の作成」, 「候補者」

• 「組織計画/管理」, 「Succession Planning USF」, 「後任計画の作成」, 「候補者」

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任計画の管理」, 「候補者」

「後任計画 - 候補者」ページから、PeopleSoft プロファイル マネージャとアドホック SQL に基づいた検索
方法を使用して、後任候補者のリストを作成できます。検索結果のページでは、従業員を選択して後任計
画の候補者リストに含めることができます。

画像: 「後任計画 - 候補者」ページ

次の例では、「後任計画 - 候補者」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
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

検索方法 この後任計画の候補者の検索に使用される検索方法を選択し
ます。検索方法オプションは、計画タイプ (ポジション、職務コー
ドまたは個人) によって異なります。このページの「候補者」領域
の表示は検索方法によって変わるため、特定の条件に基づい
て後任計画の候補者を見つけることができます。

候補者の検索 このボタンをクリックすると、選択した検索方法に基づいて後任
候補者を検索できます。

手作業で候補者を追加する場合は、データ行を新規入力して
候補者の従業員 ID を選択します。

任務プロファイル管理の検索用索引が作成されていない場合
は、プロセスが使用できないことを示すメッセージが表示されま
す。
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候補者

「候補者」スクロール領域には、選択したポジションの後任候補者がリストされます。後任計画プロセスで
作成/保存するデータは静的データです。そのため、各キー エンティティの後任計画を必要に応じて新規
作成することにより更新する必要があります。新しい後任計画を作成することで、データが古くなるのを防
ぎます。

順序 各候補者の後任順序を入力します。第 1 候補者にランク 1 を
割り当てます。引き続き、有望な順に番号を付けていきます。後
任計画を保存すると、候補者はランク順に表示されます。

注: 「候補者」ページで候補者のランク付けをしてその情報を保
存しておかないと、「後任計画 - 候補者リスト」ページで候補者
が適切に表示されません。「候補者リスト」ページには、候補者、
職務コードまたはポジションの後任者の階層が表示されます。

名前 このリンクをクリックすると、選択した個人のプロファイル マネー
ジャに基づいた「個人プロファイル」ページが (使用可能な場
合) 表示されます。

候補者タイプ 候補者が後任計画の応募者かどうかを示します。「応募者の追
加」ボタンを使用して手作業で候補者を追加すると、このフィー
ルドに「応募者」と表示されます。「個人の追加」ボタンを使用し
て手作業で候補者を追加するか、いずれかの検索方法で候補
者を取得した場合は、このフィールドに「個人」と表示されます。

ステータス 後任計画における個人のステータスを選択します。「アクティブ」ま
たは「非アクティブ」を選択します。

後任準備期間 後任計画における個人の準備期間レベルを選択します。次の
値から選択します。

• 1 - 2 年

今後 1 から 2 年でポジション変更が可能な場合。

• 3 - 5 年

今後 3 から 5 年でポジション変更が可能な場合。

• 緊急

緊急で欠員が発生した場合に、該当するロール、職務、ポジ
ションを担う能力があるものの、長期的には最適な後任者
でない場合。

• 現時点

この従業員の準備期間レベルが最も高いことを示します。 
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異動予定日 選択したポジションへの候補者の異動予定日を入力します。

流出時の影響 この従業員の流出時の組織目標に対する影響を指定します。
値は、「低い」、「普通」または「高い」です。

メモ このアイコンをクリックすると、後任者またはタレント プール候補
者に関するメモを記録するために、「ノートパッド」ページが表示
されます。

パフォーマンスとキャリア

「候補者」領域で「パフォーマンスとキャリア」タブをクリックします。

プロファイルの比較 このボタンをクリックすると、「プロファイルの比較 - 検索結果」
ページにアクセスできます。

パフォーマンス評価 完了済の従業員のパフォーマンス記入表のうち、最も新しい
もののパフォーマンス評価を表示します。リンクをクリックする
と、ePerformance-パフォーマンス管理の該当するパフォーマンス
記入表にアクセスできます。

育成プラン このボタンをクリックすると、選択した個人の「育成プラン」ペー
ジが表示されます。

「職務データ」タブと「給与プラン」タブには、候補者の現在のポジションと給与詳細が「ランキングと適
性」ページから表示されます。

後任評価の入力ページ
「評価ボックス」ページ (SUCCESSION_RATINGS) で、設定可能な X-Y マトリックスや 9 ボックスを使
用して後任者を評価します。
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ナビゲーション

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任計画の作成」, 「評価ボックス」

• 「組織計画/管理」, 「Succession Planning USF」, 「後任計画の作成」, 「評価ボックス」

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任計画の管理」, 「評価ボックス」

画像: 「後任計画 - 評価ボックス」タブ (1/2)

次の例では、「後任計画 - 評価ボックス」ページ (1/2) の、「評価の自動ロード」フラグのフィールドおよびコ
ントロールを説明します。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。
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画像: 「後任計画 - 評価ボックス」ページ (2/2)

次の例では、「後任計画 - 評価ボックス」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。この
ページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

評価の表示 このボタンをクリックすると、「ボックス評価」領域で指定した候
補者と評価を使用して、「評価ボックス」チャートがこのページに
表示されます。

評価ボックスの追加 このボタンをクリックすると、この後任計画に「評価ボックス」
チャートが追加されます。

注: 評価ボックスに設定可能な X-Y グリッドや 9 ボックスを使用して後任者を評価できます。評価ボック
スを使用すると、パフォーマンス、適性、準備期間などのカスタム定義した条件を追跡できます。
いずれかの後任候補者またはタレント プール メンバーのステータスが「アクティブ」から「非アクティブ」に
変わり、その従業員が評価ボックスで評価されていた場合、その従業員または応募者はすべての評価
ボックスから自動的に削除されます。
「評価の自動ロード」が有効でなく、かつ後任計画に複数の候補者が含まれる場合、パフォーマンスおよ
び適性のフィールドは空白になります。評価を手動で指定するか、ドロップダウン ボックスで該当する評
価を選択して評価を変更できます。チェック ボックスを選択して、任意のときにマッピング済評価をロード
できます。
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このページから、評価を手動で選択するか、ePerformance-パフォーマンス管理の従業員のパフォーマンス
評価またはキャリア プランのキャリア適性評価、あるいはその両方により評価をデフォルト設定できます。
管理者が新しい後任計画を追加し、「評価ボックス」ページで「評価の表示」ボタンを選択すると、「後任
計画」設定ページの「評価の自動ロード」フィールドで評価ボックスが有効になっているかどうかが確認さ
れます。このオプションが選択されている場合、自動的にキャリア プランおよび ePerformance-パフォーマ
ンス管理から該当する評価が検出され、その評価がマップされて、グリッドにボックス評価がロードされま
す。この自動ロード プロセスは、既存の後任計画に新しい候補者が追加されるたびに有効になります。

評価ボックスを使用すると、パフォーマンス、適性、準備期間などのカスタム定義した条件を追跡できま
す。

ボックス評価

「ボックス評価」領域では、「候補者」ページで指定した各候補者の評価を選択できます。選択内容に基
づいて、候補者の名前がこのページの「評価ボックス」チャートに表示されます。列タイトルは、「評価ボッ
クスの定義」ページで指定した X 軸タイトルと Y 軸タイトルに対応します。X 軸評価と Y 軸評価には、
「評価ボックスの定義」ページで指定した値から選択します。

「候補者リスト」ページ
「候補者リスト」ページ (SUCCESSION_SLATE) を使用して、後任計画で現職者の後任となる予定の候
補者の最終リストを表示します。

後任計画ビジネス プロセスを使用すると、候補者リストを管理できます。後任者の順序、計画ステータス
(アクティブまたは非アクティブ)、評価ボックス割当てを作成します。「候補者リスト」ページでは、後任計
画コンポーネントの他のページで管理する候補者の登録簿を表示できます。「候補者」ページで候補者を
追加または削除すると、「候補者リスト」ページは更新されます。

候補者の定義済後任計画レコードとリンクして、異動不可の状況を判別しやすくします。
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ナビゲーション

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任計画の作成」, 「候補者リスト」

• 「組織計画/管理」, 「Succession Planning USF」, 「後任計画の作成」, 「候補者リスト」

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任計画の管理」, 「候補者リスト」

画像: 「後任計画 - 候補者リスト」ページ

次の例では、「後任計画 - 候補者リスト」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページ
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

後任候補者リスト

「後任候補者リスト」領域のオプションを使用して、計画タイプに応じて、重要ロールの後任計画対象現
職者または重要個人の後任を表示します。

「後任候補者リスト」領域では、「候補者」ページで選択した候補者を後任順序で表示できます。

グリッド内の名前は全部、後任計画の候補者です。右端の列のタイトルは、計画タイプにより動的に変わ
ります。この列のリンクをクリックすると、計画タイプに基づいた後任計画にアクセスできます。個人が候
補者のポジション計画の場合は、リンクをクリックすると、ポジション後任計画にアクセスできます。職務
コード計画の場合は、リンクをクリックすると、その職務コードの後任計画にアクセスできます。個人計画の
場合は、リンクをクリックすると、その個人の後任計画にアクセスできます。

後任計画の行は、後任順序の昇順でソートされます。

最後に後任者の準備期間ステータスを調整すると、後任計画のすべての手順が完了します。

このページでは、後任者が現職者となることがある他の重要ポジションおよび重要職務コードについて、
後任計画が整っているかどうかを確認できるので、複数の重要ポジションについて後任計画を作成した
後に使用すると特に便利です。交代人事の際、欠員が生じないように手配でき、後任計画上の問題箇所
を特定したり、このような事態が発生するのを未然に防ぐのに役立ちます。また、どの候補者が現在のポ
ジションで異動不可となっているかを確認できるので、その候補者を別のロールの候補者に立てるかロー
テーションを変更して、有望な従業員が離職するのを未然に防ぐことができます。
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従業員の準備期間がシステムによってチェックされます。準備期間が、「3 - 5 年」 (3 から 5 年で可
能)、「緊急」 (緊急時には可能) または「退職予定」 (現ポジションにて退職予定) に設定されている場
合、「異動可否」には、「N」と表示されます。これは、この従業員の後任就任準備が整っていないことを示
します。

従業員の準備期間が、「現時点」または「1 - 2 年」 (1 から 2 年で可能) の場合は、現職者の準備期間が
チェックされます。現職者のデータ行が (他のポジションに関する行も含めて) 後任計画テーブルに存在
しない場合、「異動可否」には「Y」と表示されます。

現職者のデータ行が後任計画テーブルに存在する場合は、その全ポジション中の最短の準備期間が
チェックされます。

現職者の最短の準備期間が、「現時点」または「1 - 2 年」の場合、「異動可否」には「N」と表示され、「3 - 5
年」、「緊急」、「退職予定」のいずれかに設定されている場合は、「異動可否」には「Y」と表示されます。

タレント プールの管理

タレント プールは、一般に企業内で最高の人材とみなされる個人のグループです。人員の欠落を抑え、や
る気を引き出すために、後任の特定条件を満たしている個人をロール、職務コードまたはポジションに基
づいてプールに入れます。

タレント プールについて
タレント プールにより、首脳部は、選択プロセスにおいて柔軟に対応できるようになります。重要コンピテ
ンシーを備えた 1 人の従業員を選択するのではなく、タレント プールを作成することは、企業にとってより
有効かつ効率的です。

たとえば、選手権競技チームでは通常、あらかじめ設定されたタレント プールに基づいて出場可能な最高
のアスリートを探し、チームの陣容のどこに入れるかを決めます。この方法は、より限定されたキャリア パス
に従業員を割り当てることから始まる従来のビジネス アプローチとはかなり異なっています。

統合的アプローチでは、候補者を特定し、要求がしだいに厳しくなる指導的ポジションを務められるよう
に教育するため、組織は指導層が急激に減少する傾向に備えることができます。有望な育成プログラム
の大部分は、未来の企業リーダーの幅広い知識を培うために、職能上の枠を超えたローテーションを奨励
しています。多くの企業が、組織全体で人材の特定と育成に的を絞って、しばしばその人材をビジネス ユ
ニットにまたがって配置しようと力を入れています。職能上の枠を超えた育成トレーニングを職務の一部
にすることで、業務の流れが分断することを防ぎます。

タレント プールの作成に使用するページ
ページ名 定義名 用途

「タレント プール カテゴリの定義」ページ HR_TPOOL_CATEGORY タレント プール カテゴリを定義します。
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ページ名 定義名 用途

「タレント プールの管理」ページ HR_TPOOL_DEF 既存のタレント プールの検索および編集
を行います。

「タレント プール - 評価ボックス」ページ HR_TPOOL_RATINGS 設定可能な X-Y マトリックスや 9 ボック
スを使用して後任者を評価します。評価
ボックスを使用すると、パフォーマンス、
適性、準備期間などのカスタム定義した
条件を追跡できます。

「タレント プールの管理 - ラーニング」
ページ

HR_TP_LRN_PRG ラーニング マネジメントとの統合によっ
て、特定のタレント プールのラーニング
プログラムまたはコースワーク リストを関
連付けます。

「タレント プール カテゴリの定義」ページ
「タレント プール カテゴリの定義」ページ (HR_TPOOL_CATEGORY) を使用して、タレント プール カテゴ
リを定義します。

タレント プール カテゴリを使用すると、タレント プールの定義がより厳密になります。特に重要個人の定義
に対してタレント プールを定義すると、タレント プール メンバーについて個人ベースの後任計画を作成で
きます。また、個人ベースの後任計画定義の検索ベースが作成されます。

ナビゲーション

「HCM 基本設定」, 「製品/業務別定義」, 「組織計画/管理」, 「タレント プール カテゴリの定義」

画像: 「タレント プール カテゴリの定義」ページ

次の例では、「タレント プール カテゴリの定義」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。この
ページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。
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タレント プールで重要人員を定義 選択すると、このタレント プール カテゴリに関連付けられたタレ
ント プールが、個人ベースの後任計画のソースとするために使
用されます。

「タレント プールの管理」ページ
「タレント プールの管理 - タレント プール」ページ (HR_TPOOL_DEF) を使用して、既存のタレント プール
を検索および編集します。

パフォーマンスと適性の分析に基づいて社内外の個人をタレント プールに手作業で追加できます。社内
の個人は、プロファイル マネージャの検索/一致機能を使用して自動的に追加します。企業の慣行によっ
ては、準備期間はタレント プールの重要なモニター要因となります。各従業員の準備期間は、企業で設定
した条件に基づいて手作業で指定できます。

ナビゲーション

「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「タレント プールの管理」, 「タレント プール」

画像: 「タレント プールの管理 - タレント プール」ページ

次の例では、「タレント プールの管理 - タレント プール」ページのフィールドおよびコントロールを説明しま
す。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

カテゴリ このタレント プールのタレント プール カテゴリを選択します。「タ
レント プール カテゴリ」ページで定義した値から選択します。

SP 候補者検索に使用 (後任計画候補
者検索に使用)

選択すると、このタレント プールを後任計画検索に使用できる
ことが指定されます。タレント カテゴリ ベースの検索で、「タレン
ト プール ID」フィールドを使用してタレント プールを検索するに
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は、後任候補者検索フィルタとともに使用するために定義した
評価ボックスにタレント プールを関連付ける必要があります。

検索方法 タレント プールに含めるメンバーの検索に使用される検索方法
を選択します。このページの「メンバー選択」領域の表示は検索
方法によって変わるため、特定の条件に基づいて適格タレント
プール メンバーを見つけることができます。

「タレント プール詳細」タブ

名前 このリンクをクリックすると、選択した個人の「個人プロファイル」
ページが表示されます。

ステータス タレント プールにおける個人のステータスを選択します。「アクティ
ブ」または「非アクティブ」を選択します。

タレント プール準備期間 タレント プールにおける個人の準備期間レベルを選択します。
次の値から選択します。

• 1 - 2 年

今後 1 から 2 年でポジション変更が可能な場合。

• 3 - 5 年

今後 3 から 5 年でポジション変更が可能な場合。

• 緊急

職務異動の期日が過ぎていて、できるかぎり早く異動する
必要がある場合。

• 現時点

現時点で異動が可能な場合。

• 退職

従業員は、現在のポジションから別のポジションに異動しま
せん。たとえば、退職年齢が近いからです。

流出時の影響 この従業員の流出時の組織目標に対する影響を指定しま
す。「後任計画設定」ページの「キャリア プラン流出時の影響」
フィールドを選択した場合、この値はキャリア プラン ビジネス プ
ロセスによって指定されます。このページでは、この値を上書き
できます。値は、「低い」、「普通」、「高い」です。

メモ このアイコンをクリックすると、タレント プール メンバーに関する
メモを記録するために、「ノートパッド」ページが表示されます。
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「パフォーマンスとキャリア」タブ

プロファイルの比較 このボタンをクリックすると、「プロファイルの比較 - 検索結果」
ページにアクセスできます。

パフォーマンス評価 完了済の従業員のパフォーマンス記入表のうち、最も新しい
もののパフォーマンス評価を表示します。リンクをクリックする
と、ePerformance-パフォーマンス管理の該当するパフォーマンス
記入表にアクセスできます。

注: パフォーマンス記入表へのリンクは、パフォーマンス記入表
を表示するために必要な ePerformance-パフォーマンス管理ロー
ルおよび関連する権限リストをユーザーが持っている場合にの
み使用できます。

育成プラン このボタンをクリックすると、選択した個人の「育成プラン」ペー
ジが (使用可能な場合) 表示されます。

「職務データ」タブ

職務サマリ このボタンをクリックすると、「人事異動サマリ」ページが表示さ
れます。

「タレント プール - 評価ボックス」ページ
「タレント プールの管理 - 評価ボックス」ページ (HR_TPOOL_RATINGS) を使用して、設定可能な X-Y
マトリックスや 9 ボックスを使用して後任者を評価します。

組織の管理者は、評価ボックス (設定可能な X-Y グリッド) を使用して、パフォーマンス、適性および準備
期間など、タレント プール メンバーのユーザー定義条件を追跡するために、個人を様々な評価ボックスの
区画に入れることができます。

評価ボックスを使用すると、パフォーマンス、適性、準備期間などのカスタム定義した条件を追跡できま
す。
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ナビゲーション

「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「タレント プールの管理」, 「評価ボックス」

画像: 「タレント プールの管理 - 評価ボックス」ページ

次の例では、「タレント プールの管理 - 評価ボックス」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。
このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

評価の表示 このボタンをクリックすると、このタレント プールの選択した評価
ボックスが表示されます。

評価ボックスの追加 このボタンをクリックすると、このタレント プールに評価ボックス
チャートが追加されます。

「タレント プールの管理 - ラーニング」ページ
「タレント プールの管理 - ラーニング」ページ (HR_TP_LRN_PRG) を使用して、ラーニング マネジメントと
の統合によって、特定のタレント プールのラーニング プログラムまたはコースワーク リストを関連付けます。

ラーニング マネジメントとの統合によって、特定のタレント プールのラーニング プログラムまたはコースワー
ク リストを関連付けることができます。タレント プール メンバーのプール ステータスがアクティブの場合、
ラーニング マネジメントでは、タレント プール メンバーの学習プラン ページ (LM_LEARNING_HM) に
ラーニング プログラムが追加されます。ラーニングの定義は、タレント プール作成ページの「ラーニング」タ
ブから始まります。

注: 「タレント プールの管理 - ラーニング」ページを表示するには、ラーニング マネジメントをインストールす
る必要があります。
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ナビゲーション

「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「タレント プールの管理」, 「ラーニング」

画像: 「タレント プールの管理 - ラーニング」ページ

次の例では、「タレント プールの管理 - ラーニング」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。こ
のページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

プログラム ID タレント プールに関連付けるラーニング プログラムを選択します

学習グループ ID 指定したプログラム ID に対する学習グループを選択します。

後任ツリーの管理

後任ツリーは、組織の後任計画を階層図形式で表したものです。後任ツリーによって、どの従業員が重要
ポジションに現在就いているかや、このポジションへの異動候補が誰であるかを把握できます。

後任ツリーの作成
後任ツリーを作成するには、ツリー マネージャ (PSTREEMGR) コンポーネント、ツリー ストラクチャ
(PSTREESTRCT) コンポーネント、ツリーのオーディット (RUN_TREE_AUDITS) コンポーネント、ツリーの
表示 (PSTREEVIEWER) コンポーネントを使用します。

注: 後任ツリーを作成する前に、後任計画を作成し、後任候補を特定する必要があります。

後任ツリーの作成、表示、変更を行ったり、アクセスを制御するには、PeopleSoft ツリー マネージャを使用し
ます。ポジションを階層構造で表すには、各重要ポジション間の直属関係を指定してから、後任ツリーを
作成します。

後任ツリーには有効日が付いているので、複数のツリーを作成して、組織の後任計画の履歴を管理し、計
画した変更と実際の変更を追跡することができます。また、「別名保存」をクリックすると、既存のツリーを
コピーして階層プロパティを変更することができます。

『PeopleTools 8.52: PeopleSoft Tree Manager』を参照してください。
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「組織図の作成」 (「アプリケーションの基礎」) を参照してください。

セキュリティ アクセス権の指定

後任ツリーへのユーザーのアクセス権タイプを指定できます。アクセス対象は、ツリー自体、重要ポジショ
ン、後任計画、キャリア プランなど、多レベルで存在します。

たとえば、重要ポジション、後任計画、キャリア プランのデータを後任ツリーから更新する権限は多数の
ユーザーに与え、後任ツリー自体を変更するためのアクセス権は少数のユーザーにしか与えない、といった
ことが可能になります。また、一部のユーザーに対して、重要ポジション、後任計画、およびキャリア プラン
のデータを表示専用に指定することもできます。さらに、ユーザーまたはユーザー グループのアクセス権や
更新権限のレベルを指定することにより、ツリー内に様々なレベルの管理サブセットを設定できます。

オブジェクト セキュリティを使用すると、ツリーにアクセスできるユーザーを指定できる他に、ツリー ユーザー
のアクセス権を参照のみに限定することも可能です。ユーザー セキュリティでは、ユーザーがノードや詳細
値からページにアクセスできるかどうかを選択できる他に、これらのページを表示専用にするかどうかを
指定できます。また、従業員データ セキュリティを使用して、特定のノードや詳細値に関連付けられている
ページのデータにユーザーがアクセスできるかどうかを指定できます。

『PeopleTools 8.52: Security Administration』を参照してください。

後任ツリーの詳細値の追加と表示
候補者リスト付きの後任計画を作成すると、後任候補者のキャリア プランとそれに関連する従業員デー
タを表示できます。この情報を使用して、特定の候補者の決定、後任計画での候補者の再ランク付け、候
補者リストからの候補者の削除を行います。

『PeopleTools 8.52: PeopleSoft Tree Manager』を参照してください。

後任ツリーの詳細値の表示

ツリー マネージャの詳細値機能を使用して、後任候補のキャリア プランを表示および更新できます。また、
給与履歴、技能、語学、入社前の職歴などの関連従業員データが含まれている一部のページも、詳細値
機能によって表示および更新できます。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhaf/task_CreatingOrganizationCharts-e325e2.html
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次の図は、後任ツリーを示しています。

画像: 後任ツリーの図

次の例では、後任ツリーの図のフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよびコ
ントロールの定義は後で説明します。

後任ツリーの詳細値の追加

後任ツリーに詳細値を追加するには、詳細値の挿入ボタンをクリックします。このボタンをダブルクリック
すると、そのポジションの後任計画の候補者リストが表示されます。キャリア プランまたは関連従業員
データを参照する候補者を、リストから選択します。

注: キャリア プランとその他の従業員データを表示するためには、あらかじめ重要ポジションの後任計画
を作成し、それに後任候補を入力しておく必要があります。このようなページは、ツリー マネージャでは後
任候補についてのみ使用可能です。

後任ツリーに詳細値を追加するには、次の手順に従います。

1. ツリー マネージャから後任ツリーを開き、詳細値を追加する重要ポジションを選択します。

2. 詳細値の挿入をクリックします。

3. 詳細値の範囲ページの動的フラグ チェック ボックスを選択して、「追加」をクリックします。
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詳細値がプランの中でツリーの 1 つ低いレベルの位置に配置されます。たとえば、CEO レベルでのポジ
ション 1 に対する詳細値は、EVP レベルの下に表示されます。

後任ツリーの詳細値を非表示にするには、次の手順に従います。

1. 「表示オプション」をクリックします。

2. ユーザー オプション設定ページのノード説明を表示チェック ボックスの選択を解除します。

その後、詳細値を強調表示してから「データの編集」をクリックすると、その重要ポジションの後任計画
の候補者リストが表示されます。候補者は、まず後任計画日の古い順に並べられ、同じ日付の場合はラ
ンク順に、同じランクの場合は準備期間の短い順にリストされます。1 人の候補者が複数の後任計画に
入っている場合、その候補者がリストされるのは、最新の後任計画についてのみです。追加情報を表示
する候補者の行の「更新」ボタンをクリックします。コンポーネントの最初のページである「キャリア プラン」
が表示されます。ツリー マネージャから他のページにアクセスしたい場合は、ツリー マネージャと該当ペー
ジの間のリンクを変更できます。

注: ツリー オブジェクトで詳細を表示することを選択したときにどのページが表示されるかは、「詳細」メ
ニューでページを選択することによって指定できます。

後任計画の管理

このトピックでは、後任 360°の概要と、関連する設定を行う方法について説明します。

後任 360°の管理に使用するページ
ページ名 定義名 用途

「後任 360° 設定 - 検索設定」ページ HR_VT_SETUP1_SRCH 「後任 360°」ページのデフォルトの検索
条件とページ レイアウトを定義します。

「後任 360° - 組織図」ページ HR_VT_SETUP1 「後任 360°」ページの組織図階層を定義
します。

「後任 360° 設定 - プロファイル コンテン
ツ」ページ

HR_VT_SETUP2 「後任 360°」ページのプロファイル コン
テンツを定義します。

「後任 360° 設定 - 凡例」ページ HR_VT_SETUP3 「後任 360°」ページで使用する後任準備
間の凡例のアイコンと色の値を設定しま
す。

「後任 360°」ページ HR_VT_DASHBOARD 組織における個人またはロールを視覚的
に確認および管理します。
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「後任 360°」について
後任計画を始めるにあたって、個人やロールを中心としたタレント レビュー プロセスを使用したい場合が
あります。「後任 360°」ページを使用すると、組織における個人またはロールに対する後任計画関連の処
理を視覚的に確認および管理できます。

「後任 360°」ページは、プランニング ツールまたはレビュー ツールとして使用します。このページでは、後任
計画プロセスの完成部分や後任計画プロセスでまだ終了していない事柄が強調表示されます。

後任 360°機能により、PeopleSoft HR から適切な各種データが収集および表示されます。次の機能を実
行できます。

• 個人、後任計画、ポジションまたは職務コードの検索。

• 報告階層のグラフィカル表示。

• 個人、ポジションまたは職務コードに対するプロファイル サマリの表示。

• 個人、ポジションまたは職務コードに対する後任計画の表示。

• 後任計画の編集。

後任 360°コンポーネントでは、基礎となる後任計画レコードから後任計画データをやり取りします。たとえ
ば、後任 360°コンポーネントの「後任者詳細」領域では、「後任者」タブで指定した後任計画 ID から評価
ボックス情報と候補者リストを取得します。

計画レコードの情報は、後任 360°コンポーネントまたは後任計画のページのいずれかで変更されると、更
新されます。

「後任 360° 設定 - 検索設定」ページ
「後任 360° 設定 - 検索設定」ページ (HR_VT_SETUP1_SRCH) を使用して、「後任 360°」ページのデ
フォルトの検索条件とページ 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/業務別定義」, 「組織計画/管理」, 「後任 360° 設定」, 「検索設定」

画像: 「後任 360° 設定 - 検索設定」ページ

次の例では、「後任 360° 設定 - 検索設定」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このペー
ジのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

個人 選択すると、「後任 360°」ページのデフォルト検索方法として個
人検索が指定されます。この指定により、後任計画に関連付け
られているかどうかわからない個人をシステム内で検索できま
す。ユーザーがセキュリティ アクセス権を持っているすべての個
人が検索結果として返されます。このオプションを選択すると、
「組織図」ページで定義した個人ベースの階層設定情報が、「後
任 360°」ページでチャートをレンダリングするために使用されま
す

ポジション 選択すると、「後任 360°」ページのデフォルト検索方法としてポ
ジション検索が指定されます。この指定により、後任計画に関
連付けられているかどうかわからないポジションをシステム内
で検索できます。ユーザーがセキュリティ アクセス権を持ってい
るすべてのポジションが検索結果として返されます。このオプ
ションを選択すると、ポジション ベースの階層設定情報が、「後
任 360°」ページでチャートをレンダリングするために使用されま
す。全体または一部ポジション管理が導入されていない場合、
この検索オプションは表示されません。

職務コード 選択すると、「後任 360°」ページのデフォルト検索方法として職
務コード検索が指定されます。この指定により、後任計画に関連
付けられているかどうかわからない職務コードをシステム内で
検索できます。ユーザーがセキュリティ アクセス権を持っている
すべての職務コードが検索結果として返されます。このオプショ
ンを選択すると、職務コード ベースの階層設定情報が、「後任
360°」ページでチャートをレンダリングするために使用されます。
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後任計画 選択すると、「後任 360°」ページのデフォルト検索方法として後
任計画検索が指定されます。この指定により、既存の後任計画
をシステム内で検索できます。ユーザーがセキュリティ アクセス
権を持っているすべての後任計画が検索結果として返されま
す。

検索後のページ レイアウト 検索を実行した後の「後任 360°」ページのデフォルトのレイアウ
トを選択します。

値は、「組織図とプロファイル」、「組織図最大化」、「プロファイルの
み」です。

「後任 360° - 組織図」ページ
「後任 360° 設定 - 組織図」ページ (HR_VT_SETUP1) を使用して、「後任 360°」ページの組織図階層を
定義します。

ナビゲーション

「HCM 基本設定」, 「製品/業務別定義」, 「組織計画/管理」, 「後任 360° 設定」, 「組織図」

画像: 「後任 360° 設定 - 組織図」ページ

次の例では、「後任 360° 設定 - 組織図」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
のフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。
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個人階層ソース

アクセス タイプ 「後任 360°」ページの個人ベースのチャート階層の導出元となる
所属アクセス タイプを選択します。

値は次のとおりです。

• 部門管理者 ID 別

この値を選択すると、「部門プロファイル」ページの「管理者
ID」フィールドに指定した情報に基づいて階層が表示されま
す。

• 部門セキュリティ ツリー別

この値を選択すると、部門セキュリティ ツリーの情報を使用
して階層が表示されます。

• 監督者 ID 別 - 一部ポジション管理 (一部ポジション管理監
督者別)

この値を選択すると、「勤務地」ページの「直属上司」と「監
督者の従業員 ID」の両フィールド別に階層が表示されま
す。これは、ポジション管理オプションで「一部」が設定さ
れている組織を対象にしています。直属関係の検索は、ま
ず「直属上司」に基づいて行われ、次に「監督者の従業員
ID」に基づいて行われます。

• 直属上司のポジション別

この値を選択すると、「勤務地」ページの「直属上司」フィー
ルドに指定した情報に基づいて階層が表示されます。

• 監督者 ID 別

この値を選択すると、職務データの「勤務地」ページの「監督
者の従業員 ID」フィールドに指定した情報に基づいて直属
関係を定義できます。

ポジション階層ソース

「ポジション データを使用」、「ポジショ
ン ツリーを使用」

これらのオプションのいずれかを選択すると、「後任 360°」ペー
ジのポジション ベースのチャート階層がポジション データまた
はポジション ツリーから導出されます。「ポジション ツリーを使
用」オプションを選択した場合は、「ポジション ツリー名」フィー
ルドで有効なポジション ツリーを選択する必要があります。
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職務コード階層ソース

ページのこの領域のフィールドを使用して、「後任 360°」ページの職務コード ベースの組織図階層に使用
する各ツリーの「セット ID」と「職務コード ツリー名」を選択します。「職務コード ツリー名」フィールドで指定
する有効値は、ツリー マネージャを使用して作成した職務コード ベースの階層、またはツリー ノード レコード
名として JOBCODE_TBL レコードを使用するツリー構造のツリーです。

「後任 360° 設定 - プロファイル コンテンツ」ページ
「後任 360° 設定 - プロファイル コンテンツ」ページ (HR_VT_SETUP2) を使用して、「後任 360°」ページ
のプロファイル コンテンツを定義します。

ナビゲーション

「HCM 基本設定」, 「製品/業務別定義」, 「組織計画/管理」, 「後任 360° 設定」, 「プロファイル コンテン
ツ」
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「後任 360° 設定 - プロファイル コンテンツ」ページを使用して、「後任 360°」ページのコンテンツを指定で
きます。

画像: 「後任 360° 設定 - プロファイル コンテンツ」ページ (1/2)

次の例では、「後任 360° 設定 - プロファイル コンテンツ」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。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: 「後任 360° 設定 - プロファイル コンテンツ」ページ (2/2)

次の例では、「後任 360° 設定 - プロファイル コンテンツ」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。このページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

非個人プロファイル コンテンツ

重要ポジション アイコン 選択すると、「後任 360°」ページで、ポジション管理を使用して
重要ポジションとして定義したポジションにアイコンが表示され
ます。このアイコンは、「後任 360°」ページの組織チャート ノード、
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候補者リスト ノード、「非個人プロファイル」の各トピックに表示
されます。

キー職務コード アイコン 選択すると、職務コード テーブルを使用して職務コードを重要職
務コードとして定義した場合、「後任 360°」ページでアイコンが
表示されます。このアイコンは、「後任 360°」ページの組織チャー
ト ノード、候補者リスト ノード、「個人プロファイル」の各トピックに
表示されます。

この領域で残りのチェック ボックスを 8 個まで選択して、「後任 360°」ページの「プロファイル サマリ」ト
ピックに表示する特定のフィールドを含めることができます。選択したコンテンツは、このページで表示さ
れている順序で、「後任 360°」ページの「プロファイル サマリ」トピックに表示されます。

非個人属性数 このページの「非個人プロファイル」領域で選択したオプション
の数が表示されます。「重要ポジション アイコン」または「キー職
務コード アイコン」を選択しても、表示される数には含まれませ
ん。

個人プロファイル コンテンツ

重要個人アイコン 選択すると、「後任 360°」ページで、重要個人として定義した従
業員にアイコンが表示されます。このアイコンは、「後任 360°」
ページの組織チャート ノード、候補者リスト ノード、「個人プロファ
イル」の各トピックに表示されます。

この領域で残りのチェック ボックスを 8 個まで選択して、「後任 360°」ページの「プロファイル サマリ」ト
ピックに表示する特定のデータ タイプを含めることができます。選択したコンテンツは、このページで表示
されている順序で、「後任 360°」ページの「プロファイル サマリ」トピックに表示されます。

個人属性数 このページの「個人プロファイル」領域で選択したオプションの
数が表示されます。「写真」または「重要個人アイコン」を選択し
ても、表示される数には含まれません。

タレント カテゴリ アイコン マッピング

X 軸ランク 指定した評価ボックス ID の X 軸に定義したボックス評価ラベ
ルが表示されます。表示される評価の最大数は 5 です。この領
域には、ボックス評価ラベルが逆順に表示されます。たとえば、
「タレント カテゴリ アイコン マッピング」領域の 1 行目には X
軸のボックス 5 のラベル、2 行目には X 軸のボックス 4 のラベ
ル、というように表示されます。

コンテンツ名 事前設定タレント カテゴリ アイコン名を指定します。
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イメージ 「コンテンツ名」フィールドに指定した値に関連付けられたイメー
ジが表示されます。5 つの事前設定アイコンが配信され、デフォ
ルトのタレント カテゴリ アイコンとして使用されます。

「後任 360° 設定 - 凡例」ページ
「後任 360° 設定 - 凡例」ページ (HR_VT_SETUP3) を使用して、「後任 360°」ページで使用する後任準
備間の凡例のアイコンと色の値を設定します。

ナビゲーション

「HCM 基本設定」, 「製品/業務別定義」, 「組織計画/管理」, 「後任 360° 設定」, 「凡例」

画像: 「後任 360° 設定 - 凡例」ページ

次の例では、「後任 360° 設定 - 凡例」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
フィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

後任準備期間の凡例用に、5 つの事前設定アイコンが配信され、デフォルトの後任準備期間アイコンと
して使用されます。

後任準備期間 現在システムで定義されている後任準備期間のトランスレー
ト値が表示されます。値は、現時点で可能、「1 - 2 年」、「3 - 5
年」、「緊急」です。

アイコン名 「後任準備期間」列の各値について、組織図、後任準備期間の
凡例および後任者詳細に表示されるアイコン イメージの名前を
指定します。

評価ボックス アイコン名 「後任準備期間」列の各値について、評価ボックスに表示され
るアイコン イメージの名前を指定します。

「組織図イメージ」、「評価ボックス イ
メージ」

「アイコン名」フィールドと「評価ボックス アイコン名」フィールド
に指定した値に関連付けられたイメージが表示されます。
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「後任 360°」ページ
「後任 360°」ページ (HR_VT_DASHBOARD) を使用して、組織における個人またはロールを視覚的に確
認および管理します。

ナビゲーション

• 「組織計画/管理」, 「後任計画」, 「後任 360°」

• 「管理者セルフサービス」, 「後任計画」, 「後任 360°」

画像: 「後任 360°」ページ

次の例では、「後任 360°」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。このページのフィールドおよ
びコントロールの定義は後で説明します。

「後任 360°」ページは、次の 2 つの主要トピックで構成されています。

• 組織図 (報告階層)。

この情報は、「後任 360°」ページの左側にありますが、個人またはロールに対象を絞っているため、関
心のある別の個人またはロールに移動できます。

• プロファイル ビュー。

この領域には、組織図でフォーカスした個人またはロールに関する詳細が表示されます。「後任 360°」
ページの見方によって、後任候補者とロール プロファイルまたは現職者プロファイルとを比較できま
す。特定の作業で作業スペースを最大限に利用できるように、この情報は展開したり、折りたたんだり
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できます。たとえば、後任情報に注目しているときは、現職者の詳細トピックを折りたたむことができま
す。

組織図 (報告階層)

組織図によってレンダリングされる階層の作成には、ツリー マネージャのツリーが使用されます。組織図で
は、次の 3 つのタイプの階層をサポートしています。

• 個人ベース

この図の階層は、後任 360° 設定コンポーネントで定義する所属アクセス タイプから導出されます。

• ポジション ベース

この図の階層は、後任 360° 設定コンポーネントで設定するポジション管理データまたはポジション
ツリーのいずれかから導出されます。

• 職務コード ベース

この図の階層は、後任 360° 設定コンポーネントで設定する職務コード ツリーから導出されます。

「後任 360°」ページの図は、縦方向にも横方向にもスクロールできます。この図には常に、縦方向に最大
3 つのレベルが表示されます。

図のフォーカス ノードは、組織図内の他のノードと区別される色で表示されます。図の各ノード内で名前、
職務名またはロールのリンクをクリックすると、フォーカス ノードを変更できます。フォーカス ノードを変更す
ると、「後任 360°」ページの右側に表示されているプロファイル トピックの内容が更新されます。

プロファイル ビュー - 個人ベース

「後任 360°」ページのこの領域には、組織図でフォーカスした個人に関する詳細が表示されます。この領
域は 3 つのタブで構成されていますが、これらのタブは選択した階層タイプに応じて変わります。

個人ベースの階層の場合、プロファイル ビュー領域には、組織図領域のフォーカス ノードで指定した従
業員の職務レコードから名前と職務コード名が表示されます。ポジション名が使用できない場合は、職務
コード名が表示されます。個人ベースのプロファイル ビューには、次の 3 つのタブが関連付けられていま
す。

• 個人詳細

このタブの情報は、HR の複数のテーブルの情報に基づいています。この情報は、「後任 360° 設定 -
プロファイル コンテンツ」ページで設定できます。

移動 アクセスしたいキャリアまたはプロファイルの詳細ページを
選択して移動アイコンをクリックすると、希望のページにアク
セスできます。選択した従業員について、次のページから選
択します。

• 「育成プラン」を選択すると、「育成プラン」ページに移動し
ます。
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• 「キャリア パス」を選択すると、「キャリア パス」ページに移
動します。

• 「個人プロファイル」を選択すると、プロファイル マネージャ
の「個人プロファイル」ページに移動します。

• 「パフォーマンス記入票」を選択すると、パフォーマンス記入
票管理ページに移動します。

注: パフォーマンス記入表へのリンクは、パフォーマンス
記入表を表示するために必要な ePerformance-パフォー
マンス管理ロールおよび関連する権限リストをユーザー
が持っている場合にのみ使用できます。

(移動アイコン)
移動アイコンをクリックすると、「移動」フィールドで選択した
ページにアクセスできます。

• ロールとの比較

このタブの「ロールとの比較」ボタンをクリックすると、選択した従業員と現在のロールとでプロファイ
ル マネージャ ベースの比較が行われます。結果には、従業員の資格内容トピック (プロファイル マ
ネージャで定義した場合) と、従業員の現在のロールの資格内容トピック (プロファイル マネージャで
定義した場合) とが横に並べて比較表示されます。次の場合には、プロセスが使用できないことを示
すメッセージが表示されます。

• 従業員またはロールにプロファイルが定義されていない場合。

• 任務プロファイル管理の検索用索引が作成されていない場合。

「プロファイルの検索/比較について」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロファイル管理」) を
参照してください。

• キャリア

「キャリア」タブには、現在の従業員に関する将来のキャリア ステップとキャリア履歴のサマリが表示
されます。

プロファイル ビュー - ポジション ベースまたは職務コード ベース

「後任 360°」ページのこの領域には、組織図でフォーカスしたロール、職務コードまたはポジションに関す
る詳細が表示されます。この領域は 3 つのタブで構成されていますが、これらのタブは組織図で選択し
たノードに応じて変わります。

ポジション ベースまたは職務コード ベースの階層の場合、プロファイル ビュー領域には、組織図領域の
フォーカス ノードに関連付けられたポジションまたは職務コードが表示されます。非個人プロファイルのプ
ロファイル ビューには、次の 3 つのタブが関連付けられています。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/concept_UnderstandingSearchandCompareProfiles-e47ff2.html


第3章 後任計画

Copyright © 1988, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 103

• 詳細

このタブの情報は、組織図領域のフォーカス ノードに関連付けられたポジションまたは職務コードに
基づいています。

• 必要なコンピテンシー

「必要なコンピテンシー」タブには、組織図領域で選択したロールまたは職務コードのプロファイル管
理の非個人プロファイルに基づいて、コンピテンシーのリストと、関連する必須評価が表示されます。

• 現職者

「現職者」タブには、職務コードまたはポジションに対する現職者のグリッドが表示されます。

現職者とロールの比較 表示されたリストから従業員を選択してこのボタンをクリッ
クすると、選択した現職者と現在のロールとでプロファイル
マネージャ ベースの比較が行われます。結果には、現職者
の資格内容トピック (プロファイル マネージャで定義した場
合) と、現在の職務またはロールの資格内容トピック (プロ
ファイル マネージャで定義した場合) とが横に並べて比較
表示されます。従業員またはロールにプロファイルが定義さ
れていない場合は、プロセスが使用できないことを示すメッ
セージが表示されます。

「検索の設定」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロ
ファイル管理」) を参照してください。

キャリア詳細の表示 表示されたリストから現職者を選択してこのボタンをクリッ
クすると、選択した現職者に関する将来のキャリア ステップ
とキャリア履歴のサマリが表示されます。

後任者詳細

「後任 360°」ページのこの領域には、ソースの後任計画に関連付けられた 3 つのタブが表示されます。

• 後任者

このタブには、後任計画のサマリ情報と後任候補者リストのグリッド (情報が使用可能な場合) が関
連する後任計画から表示されます。候補者リストのグリッドでは、後任順序と計画ステータスを編集
できます。この領域の「保存」ボタンをクリックすると、関連する後任計画と候補者リスト ポップアップ
で後任順序と計画ステータスが更新されます。

• 「現職者との比較」、「ロールとの比較」

候補者を選択して「現職者との比較」ボタンまたは「ロールとの比較」ボタンをクリックすると、2 つの
プロファイルの比較が行われます。選択した個人またはロールにプロファイルが定義されていない場
合は、プロセスが使用できないことを示すメッセージが表示されます。

「検索の設定」 (「PeopleSoft ヒューマン リソース管理プロファイル管理」) を参照してください。

http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/task_SettingUpSearches-e47ffc.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/task_SettingUpSearches-e47ffc.html
http://docs.oracle.com/cd/E64438_01/hcm92pbr8/eng/hcm/hhmp/task_SettingUpSearches-e47ffc.html
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• 評価ボックス

このタブでは、以前に評価された候補者の後任計画に定義されたすべての評価ボックスを表示およ
び編集できます。後任計画には、評価ボックスを 3 つまで定義できます。

関連する後任計画

「後任 360°」ページのこの領域には、組織図領域で指定した個人、ポジションまたは職務コードに関連す
る、システム内の後任計画が表示されます。

個人をフォーカスした場合、グリッドには、その個人が保持するロールの後任計画が (使用可能な場合)
表示されます。

ポジションをフォーカスした場合、グリッドには、フォーカス ポジションに関連付けられた職務コードまたは
そのポジションの現職者のいずれかに対する後任計画が (使用可能な場合) 表示されます。

職務コードをフォーカスした場合、グリッドには、フォーカス職務コードに関連付けられたポジションまたは
その職務コードの現職者のいずれかに対する後任計画が (使用可能な場合) 表示されます。

キャリア サマリの確認

このトピックでは、キャリア サマリの確認に使用するページについて説明します。

キャリア サマリの確認に使用するページ
ページ名 定義名 ナビゲーション 用途

キャリア CAREER_SUMMARY • 「組織計画/管理」, 「後任
計画」, 「キャリア サマリ
確認」, 「キャリア」

• 「組織計画/管理」,
「Succession Planning
USF」, キャリア サマリ情
報の確認, 「キャリア」

従業員の職務ステータスと職
務履歴を確認します。

給与データ COMP_SUMMARY • 「組織計画/管理」, 「後任
計画」, 「キャリア サマリ
確認」, 「給与データ」

• 「組織計画/管理」,
「Succession Planning
USF」, キャリア サマリ情
報の確認, 「給与データ」

従業員の給与履歴を確認し
ます。
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ページ名 定義名 ナビゲーション 用途

研修 TRN_STUDNT_CRS_SUM • 「組織計画/管理」, 「後任
計画」, 「キャリア サマリ
確認」, 「研修」

• 「組織計画/管理」,
「Succession Planning
USF」, キャリア サマリ情
報の確認, 「研修」

従業員の研修履歴を確認し
ます。

後任レポートの実行

このトピックでは、後任計画レポートの概要および後任計画レポートの実行に使用するページについて説
明します。

後任レポートについて
後任計画レポートのサマリ メトリックを使用すると、管理者は、後任計画の候補である重要個人やロール
を確認し、後任計画を必要とする重要個人やロールを特定できます。これにより、組織は、個人およびロー
ル ベースの後任計画について、最も有望な候補者を検索して選択するためのアクティビティや方針を定
義できます。

重要個人/職務コード/ポジション

「重要個人/職務コード/ポジション」ページを使用すると、次のレポートを作成できます。

• キー エンティティ、重要個人、重要ポジションおよび重要職務コードの計画

• 重要人員の欠員予定

• 重要人員の退職リスク

「キー エンティティのプラン」レポートでは、レポート日時点の、重要個人、重要職務コードまたは重要ポジ
ションの後任計画のステータスを追跡します。

「重要人員の欠員予定」レポートには、欠員予定に関する情報、重要従業員または重要個人の次の職務
コードまたはポジションに関するキャリア準備期間情報、欠員予定を埋めるために後任者が転属可能か
どうかが表示されます。

「重要人員の退職リスク」レポートを使用すると、管理者は、重要個人不在の可能性と流出時の組織に対
する影響を確認できます。退職時のリスクが高い重要従業員の後任候補者がいるかどうかも示されま
す。
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タレント プール準備期間

「タレント プール準備期間」レポートには、アクティブなタレント プールのアクティブなメンバー全員が表示
されます。レポートのフィルタを変更すると、管理者は、様々なタレント プール準備期間の値を評価できま
す。

タレント プール評価ボックス割当

「タレント プール評価ボックス割当」レポートには、特定のタレント プールについて、タレント プール メンバー
のボックス評価割当てサマリが表示されます。

後任レポートの実行に使用するページ
ページ名 定義名 ナビゲーション 用途

重要個人/職務コード/ポジ
ション

HR_SUCC_METRICS1 「後任計画」, 「レポート」, 「重
要個人/職務コード/ポジショ
ン」

階層ベースの後任計画の候
補者が表示され、後任計画を
必要とするキー エンティティを
特定できます。

タレント プール準備期間 HR_TPOOL_METRIC1 「後任計画」, 「レポート」, 「タ
レント プール準備期間」

アクティブなタレント プール
に割り当てられた人が表示さ
れ、管理者は様々な準備期間
の値を評価できます。

タレント プール評価ボックス
割当

HR_TPOOL_RATE1 「後任計画」, 「レポート」, 「タ
レント プール評価ボックス割
当」

特定のタレント プールについ
て、タレント プール メンバーの
ボックス評価割当てサマリが
表示されます。

「重要個人/職務コード/ポジション」ページ
「重要個人/職務コード/ポジション」ページ (HR_SUCC_METRICS1) を使用して、階層ベースの後任計画
の候補者が表示され、後任計画を必要とするキー エンティティを特定します。
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ナビゲーション

「後任計画」, 「レポート」, 「重要個人/職務コード/ポジション」

画像: 「重要個人/職務コード/ポジション」ページ

次の例では、「重要個人/職務コード/ポジション」ページのフィールドおよびコントロールを説明します。この
ページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

レポート名 表示するレポートのタイプを選択します。値は、「キー エンティティ
のプラン」、「重要人員の欠員予定」、「重要人員の退職リスク」です。
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キー エンティティのプラン

「キー エンティティのプラン」ページ (「重要個人/職務コード/ポジション」ページで「キー エンティティのプラ
ン」を選択) にアクセスします。

画像: 「キー エンティティのプラン」ページ (1/2)

次の例では、「キー エンティティのプラン」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。この
ページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

画像: 「キー エンティティのプラン」ページ (2/2)

次の例では、「キー エンティティのプラン」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。この
ページのフィールドおよびコントロールの定義は後で説明します。

キー エンティティ このフィールドで値を選択すると、このページのチャートに重要個
人、重要職務コードまたは重要ポジションが表示されます。

有効なプラン 指定したキー エンティティの後任計画の基本ステータスを選択
します。値は、「全て」、「はい」、「いいえ」です。
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後任者数 このフィールドで値を選択すると、指定したキー エンティティの
後任者数を追跡できます。値は、「全て」、「1 - 2」、「3 以上」です。

注意 後任者数がゼロの場合、感嘆符が表示されます。後任者数が
ゼロ以外の場合、このフィールドは空白です。

後任者数 このレポートに指定した日付時点の、キー エンティティの後任候
補者数が表示されます。キー エンティティに後任計画がない場
合、このフィールドは空白です。

後任計画 この列のリンクをクリックすると、キー エンティティの後任計画の
作成、確認または編集を行うことができます。

タレント プール この列には、レポート日に基づいて、重要個人に関連付けられた
タレント プールの説明が表示されます。重要個人が複数のタレ
ント プールに属する場合、希望するタレント プールをリストから
選択します。

この列は、重要個人の結果セットの場合にのみ表示されます。
タレント プールには個人しか属することができないため、重要職
務コードまたは重要ポジションに基づいた検索の場合、この列
は表示されません。

実行 この列のアイコンをクリックすると、選択したタレント プールの詳
細が表示されます。「タレント プール」フィールドに複数の値があ
る場合は、このアイコンをクリックする前にタレント プールを選択
する必要があります。

この列は、重要個人の結果セットの場合にのみ表示されます。
タレント プールには個人しか属することができないため、重要職
務コードまたは重要ポジションに基づいた検索の場合、この列
は表示されません。

後任計画セルフサービス

PeopleSoft では、管理者セルフサービス後任計画ダッシュボードを提供しています。この機能を使用する
と、管理者は、直属部下と間接的部下の後任計画情報を表示および管理できます。管理者セルフサービ
ス後任ダッシュボードでは、次の作業をサポートしています。

• 後任計画の表示。

• 個人プロファイル サマリの表示。

• 後任者と後任準備期間レベル、不在時のリスクおよび流出時の影響の表示。

• 後任者の再ランク付け。
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• 後任者のアクティブ化と非アクティブ化。

• 従業員の個人プロファイルと、その現在のロールのプロファイルとの比較。

• 後任者のプロファイルと、後任計画の現職者、職務コードまたはポジションとの比較

• 後任者の評価ボックス割当ての編集。

後任計画で使用するセルフ サービスのページ
ページ名 定義名 ナビゲーション 用途

後任計画の管理 HR_SUCC_PLN_MGR 「管理者セルフサービス」, 「後
任計画」, 「後任計画の管理」

有効日、計画ステータス、欠員
予定日など、計画の詳細を確
認および編集します。現職者
の職務およびキャリア プラン
の詳細を確認します。

後任 360° HR_VT_DASHBOARD • 「管理者セルフサービ
ス」, 「後任計画」, 「後任
360°」

• 「組織計画/管理」, 「後任
計画」, 「後任 360°」

組織における個人またはロー
ルを視覚的に確認および管
理します。
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