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技術構成およびソフトウェア・パフォーマンス

最新の情報は、該当するリースに対応するTaleo Enterprise技術構成およびソフトウェア・パフォーマンス・ガイドを参

照してください。
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Taleoパフォーマンスへのアクセス

Taleoパフォーマンスへのログイン

Taleoパフォーマンスへのログインには、ステータスによって、従業員レコードがあるユーザー、従業員レコードおよびHR管

理ロールがあるユーザー、または従業員レコードはないがHR管理ロールがあるユーザーの3つのシナリオがサポートされて

います。

ユーザー名およびパスワードに関連付けられたステータスによって、Taleoパフォーマンスで実行できるタスクの範囲が決ま

ります。

• 従業員レコードがあります。

従業員レコードがあるユーザーの場合は、ステータスに関連付けられた権限を使用して、各自の情報（パフォーマン

ス・レビュー、後任プランおよび目標プラン）にアクセスできます。アプリケーションにログインすると、自分のプロファイルへ

のアクセス権が自動的に付与されます。

• 従業員レコードおよびHR管理ロールがあります。

デフォルトでは、アプリケーションにログインすると、自分のプロファイルへのアクセス権が自動的に付与され、他の従業

員の情報も参照できます。

• 従業員レコードはありませんが、HR管理ロールがあります。

従業員レコードがないため、他の従業員の情報へのアクセス権のみが付与されます。したがって、誰の情報を閲覧

するかを指定する必要があります。アプリケーションにログインする際に、適切な情報の入力を求められます。

従業員レコードがある場合のログイン

従業員レコードがあるユーザーとしてアプリケーションにログインすると、自分の情報（パフォーマンス・レビュー、後任プラン

および目標プラン）にアクセスできます。

ステップ

1. 製品リスト・ウィンドウから「Taleoパフォーマンス」を選択します。

2. 「契約書」ウィンドウが表示される場合は、これを受け入れて続行する必要があります。

また、現在のコンピュータで今後この契約書を表示しないようにするには、「自分の選択の保存」オプションを選

択します。

3. 「ユーザー・サイン・イン」ウィンドウから、ユーザー名とパスワードを入力します。「サイン・イン」をクリックします。

4. 「Taleoパフォーマンス」がオープンし、「従業員センター」が表示されます。

従業員レコードおよびHR管理ロールがある場合のログイン

従業員レコードおよびHR管理ロールがあるユーザーとしてアプリケーションにログインすると、自分の情報（パフォーマンス・

レビュー、後任プランおよび目標プラン）、および組織内の他の従業員に関する情報にアクセスできます。

ステップ

1. 製品リスト・ウィンドウから「Taleoパフォーマンス」を選択します。
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2. 「契約書」ウィンドウが表示される場合は、これを受け入れて続行する必要があります。

また、現在のコンピュータで今後この契約書を表示しないようにするには、「自分の選択の保存」オプションを選

択します。

3. 「ユーザー・サイン・イン」ウィンドウで、ユーザー名とパスワードを入力します。「サイン・イン」をクリックします。

4. 「Taleoパフォーマンス」がオープンし、「マネージャ・センター」が表示されます。

従業員レコードはないがHR管理ロールはある場合のログイン

従業員レコードはないがHR管理ロールがある場合は、確認するファイルを指定する必要があります。

ステップ

1. 製品リスト・ウィンドウから「Taleoパフォーマンス」を選択します。

2. 「契約書」ウィンドウが表示される場合は、これを受け入れて続行する必要があります。

また、現在のコンピュータで今後この契約書を表示しないようにするには、「自分の選択の保存」オプションを選

択します。

3. 「ユーザー・サイン・イン」ウィンドウで、ユーザー名とパスワードを入力します。「サイン・イン」をクリックします。

4. 「Taleoパフォーマンス」がオープンし、「ユーザー・セレクタ」ウィンドウが表示されます。

5. 直属の部下やネットワーク内から、または一般的なキーワード検索を使用して、従業員を検索します。

6. ファイルを確認する従業員の名前をクリックし、「選択」をクリックします。

結果

従業員センターに、その従業員について使用可能なすべての情報が表示されます。ただし、すべてのアクションとセ

キュリティ・チェックは、従業員の権限によって制御されます。ページの左上隅に現在表示されている従業員の名前を

クリックすると、いつでも別の従業員のファイルに切り替えることができます。

ウェルカム・センター

ウェルカム・センターは、ユーザーのログイン直後に表示されるホーム・ページであり、Taleo製品へのワンクリック・アクセス

を提供します。

ウェルカム・センターには、補助ナビゲーション・バー、コア・ナビゲーション・バー、「クイック・アクセス」パネルおよび「連絡」パ

ネルがあります。

• 補助ナビゲーション・バーには、オンライン・ヘルプなどの追加リソースへのリンクや「サイン・アウト」リンクが含まれていま

す。

• コア・ナビゲーション・バーは、Taleo製品への直接リンクを提供するタブのセットです。ユーザーには、パフォーマンス、

採用、報酬、分析、学習管理および構成の製品のいずれかまたはすべてに対するタブが表示される場合がありま

す。

• 「クイック・アクセス」パネルには、コア・ナビゲーション・バーで使用可能な同じ製品に対する別のワンクリック・アクセス

が提供され、製品内のオンボーディング、トランジションなどのモジュールを選択することもできます。

• 最後に、Taleoクライアントでは、中央の連絡パネルに表示するために、組織内のすべてのTaleo製品ユーザーが関

心のある情報を作成できます。別の方法として、異なる情報のセットを作成し、情報セットを構成プロファイルに関連

付けることもできます。

ウェルカム・センターが使用可能な場合は、目次ページのかわりに表示されます。
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Taleoパフォーマンスの基本

「Taleoパフォーマンス」ホーム・ページ

「Taleoパフォーマンス」ホーム・ページは従業員センターを表します。パネルまたはセクションを備えたダッシュボードに似た

インタフェースで、割り当てられたタスク、ネットワーク・メンバーおよび目標の進捗に関する情報が提供されます。1回のク

リックでシステム内の画面にアクセスし、データを追加および更新できます。

左側の列には「クイック・リンク」パネルがあり、そのコンテンツは各自の権限によって異なり、自分に関する情報へのリンク

が提供されます。そのコンテンツは各自のロールに依存します。

また、マネージャである場合は、「マネージャ・センター」パネルで直属の部下に関する情報へのリンクが提供され、HR管

理者であるかのように、「HR管理ツール」パネルで管理機能へのリンクが提供されます。

最適な表示になるように、インターネット・ブラウザの倍率レベルは100%に設定する必要があります。

次に、Taleoパフォーマンスのホーム・ページのコンポーネントについて簡単な概要を示します。

 

 

1 ナビゲーション・リボンでは、「ウェルカム・センター」および「Taleoパフォーマンス」ホーム・ページへのリンクが提供されます。

2 設定構成、オンライン・ヘルプ、カスタマ・サポート、製品バージョンなどの様々な情報へのアクセスを提供する補助ナビゲー

ション・バー。このバーには、サイン・アウト・オプションもあります。

3 キーワード検索ボックスと「拡張検索」リンク。

4 「パフォーマンス・カード」では、従業員に関する要約レベルのパフォーマンス情報が提供されます。アプリケーションの様々な

機能領域へのアクセスも可能です。システム内でカードにアクセスする場所に関係なく、カードから入手可能な情報は同じ

です。



スタート・ガイド · 8

5 「自分のタスク」パネルでは、自分に割り当てられたタスクの通知が提供されます。タスク・リストはタイプ別に表示可能で、さ

らに期限超過したタスクでフィルタ処理できます。各エントリには、タスクに対応するアプリケーション内のページへの直接リン

クがあります。

6 「自分のネットワーク」パネルを使用すると、ネットワークを管理できます。

7 ユーザーが各自の情報にすばやくアクセスできる「クイック・リンク」パネル。

8 マネージャ機能への迅速なアクセスを提供する「マネージャ・センター」パネル。

9 「自分のキャリア」パネルでは、目標とその完了ステータスのクイック・ビューが提供されます。

ナビゲーション

Taleoパフォーマンスでは、従来のメニュー構造よりわかりやすい、直観的でグラフィカルなオブジェクト・ベースのナビゲー

ションが情報へのナビゲーションに使用されます。たとえば、パフォーマンス・カードでは、ある個人に関する様々なページ

に移動できる「移動先」メニューにアクセスできます。移動可能なリストには、「タレント・プロファイル」、「パフォーマンス・レ

ビュー」、「目標プラン」、「キャリア・プラン」および「ジョブ・ポジション・プロファイル」があります。

Taleoパフォーマンスでは、従来のアプリケーションに必要な度重なるクリックとナビゲーション・ステップを排除できるように、

システムおよび保有データと相互作用する簡単で直観的な方法を提供します。Taleoのワンクリック・ナビゲーションを使

用すると、個人名をクリックしたときに展開されるメニューをクリックして、指定の従業員に関する情報に直接移動できま

す。ビジネス・ユニットやポジションなど、システムに属するその他のオブジェクトには、移動に必要となる時間を短縮するた

めに、コンテキスト依存のワンクリック・ナビゲーション・メニューがあります。

ナビゲーション・リボンでは、「ウェルカム・センター」および「Taleoパフォーマンス」ホーム・ページへの永続的なリンクを提供

します。アプリケーションの上部にはスマート・ブレッドクラムが配置され、ユーザーがシステム内を移動するに従って動的

に変化します。スマート・ブレッドクラムでは、オブジェクト・ベースのナビゲーションと同様にアクション間の切替えが可能で

す。マネージャは、1回のクリックで直属の部下の間を移動できます。スマート・ブレッドクラムには、マネージャ・センターお

よび従業員センターに戻るボタンもあります。

ディープ・リンクを使用すると、サポートされているWebブラウザの「戻る」ボタンと「進む」ボタンを使用できます。また、ペー

ジにブックマークを適用し、人気のページにすばやく戻ることが可能です。

マネージャ・センターを表示している場合、オブジェクト・ベースのナビゲーション・メニューでは、個人に関連する項目（従

業員プロファイル、目標およびレビュー）と個人が置かれているポジションに関連する項目（後任プランおよびポジション・プ

ロファイル）が区別されます。

ブラウザ履歴

ブラウザ履歴のリンクを使用すると、履歴リンクのリストまたは最近表示したページのリストで名前をクリックすること

で、Taleoパフォーマンスで以前に表示したページにすばやく戻ることができます。

ブラウザ履歴機能はTaleoパフォーマンスのすべてのモジュールに有効で、ユーザーが表示するページを簡単に識別でき

るように、以前に表示したページの詳細な名前が提供されます。

リンク名はすべてアプリケーション名で開始します。リンク名の2番目の部分にはページ・タイトルが反映されます。ユーザー

に固有の情報の場合は、リンク名にユーザー名が表示されます。同様に、特定の期間または表示モードに関連する

ページでは、その情報もリンク名の一部になります。

次に、ブラウザ履歴リンクの例をいくつか示します。
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ウィンドウ名 ブラウザ履歴リンク

タレント・プロファイル Taleoパフォーマンス - タレント・プロファイル - <従業員名>

マネージャ・センター Taleoパフォーマンス - マネージャ・センター - <従業員名>

ジャーナル Taleoパフォーマンス - ジャーナル

ジョブ・ポジション・プロファイル Taleoパフォーマンス - ジョブ・ポジション・プロファイル

ジョブ・ロール・プロファイル Taleoパフォーマンス - ジョブ・ロール情報 - <ジョブ・ロール名>

目標プラン（リスト・モード） Taleoパフォーマンス - 目標プラン - <従業員名> - <ビジネス期間> - <タブ名>リストで表

示

コンピテンシ目標詳細 Taleoパフォーマンス - コンピテンシ目標 - <目標名>

プロジェクト・リスト（カード・モード） Taleoパフォーマンス - 自分のプロジェクト - カード・ビュー

パフォーマンス・レビュー Taleoパフォーマンス - パフォーマンス・レビュー - <従業員名> - <レビュー要求> - <レ

ビュー・エレメント名> - 比較の表示

アーカイブされたアクティビティ Taleoパフォーマンス - 育成プラン - アーカイブされた育成アクティビティ

レビュー分析 Taleoパフォーマンス - HR管理ツール - レビュー分析

後任プラン（タイムライン・モード） Taleoパフォーマンス - 後任プラン - <ジョブ・ポジション名> - タイムラインの表示

タレント・プール（マトリックス・モード） Taleoパフォーマンス - タレント・プール - <タレント・プール名> - <タブ名> - マトリックスの表

示

メンタリング・センター Taleoパフォーマンス - メンタリング・センター

以前に表示したページへのアクセス

ステップ

1. ブラウザ・ウィンドウのツール・バーには、最近表示したページのリストがオープンします。

2. 表示したページの全リストから必要なページを選択して戻るか、「戻る」または「進む」矢印を使用して一度

に1ページずつ前または次に移動します。

結果

選択したページがブラウザに表示されます。

ページのブックマーク

ステップ

1. ブックマーク（またはお気に入り）に追加するページに移動します。

2. ブックマークを追加するブラウザのオプションを選択し、目的の場所を選択します。

結果

選択したページがブックマーク（またはお気に入り）に追加され、後でそのページにすばやく戻ることができます。
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ブックマークしたページへのアクセス

ステップ

1. ブラウザ・ウィンドウから、ブックマークした（またはお気に入り）ページをリストするメニュー・オプションを選択します。

2. オープンするTaleoパフォーマンスのページを選択します。

3. サインインしていない場合は認証情報を入力するTaleoログイン・ページが表示され、サインイン済の場合は目

的のページが表示されます。すでにサインインしていた場合は直接、サインインしていなかった場合はTaleoログイ

ン・ページに認証情報を入力した後、選択したページがオープンします。

結果

選択したブックマーク・ページが表示されます。

ディープ・リンク

ディープ・リンクを使用すると、サポートされているWebブラウザの「戻る」ボタンと「進む」ボタンを使用して、以前に表示し

たページにすばやく戻ることができます。

ブラウザの「戻る」ボタンと「進む」ボタンを使用することは、Taleoパフォーマンスを使用しているときに、期待するインター

ネット・ブラウザの動作を使用できることを意味します。この機能は、異なるURLが使用可能な高いモジュール・レベルで

は機能しますが、モジュール内の項目は区別されません。

次の表に、ディープ・リンクをサポートするTaleoパフォーマンスの部分を示します。

ディープ・リンクのサポート・レベル

ページ モジュール コンポーネント サポート・レベル

HR管理 レビュー分析 レビュー・サイクルの分析 完全サポート

レーティング別レビュー要求分

析

完全サポート

ステータス別レビュー要求分析 完全サポート

パフォーマンス・レビュー パフォーマンス・レビュー 一部サポート*

後任プラン 後任プラン 一部サポート*

従業員目標 目標プラン 一部サポート*

チーム管理 チーム管理 完全サポート

育成プラン 育成プラン 一部サポート*

メンタリング メンタリング 一部サポート

共通ビュー フィルタ サポートなし

クイック・リンク 自分のプロファイル 一般 完全サポート

自分のキャリア・プラン キャリア 完全サポート

ジョブ・ロール・プロファイル 完全サポート
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ディープ・リンクのサポート・レベル

ページ モジュール コンポーネント サポート・レベル

ジョブ・ロール詳細 サポートなし

育成アクティビティの検索 サポートなし

アクティビティの作成 サポートなし

自分の育成プラン 開発 完全サポート

アクティビティ詳細 完全サポート

推薦 完全サポート

アーカイブされた育成アクティビ

ティ

完全サポート

自分のメンタリング・センター メンタリング・センター 完全サポート

自分のパフォーマンス・レビュー レビュー 完全サポート

タブ サポートなし^

ビジネス目標 リスト・モード 完全サポート

タイム・ライン・モード サポートなし

詳細展望 完全サポート

リスト・ボタンでの現存 サポートなし

自分のプロジェクト リスト・モード 完全サポート

タイム・ライン・モード サポートなし

詳細展望 サポートなし

自分の目標 リスト・モード 完全サポート

タイム・ライン・モード サポートなし

詳細展望 完全サポート

リスト・ボタンでの現存 サポートなし

一般 完全サポート

マネージャ・センター キャリア・プラン キャリア 完全サポート

ジョブ・ロール・プロファイル 完全サポート

ジョブ・ロール詳細 サポートなし

育成アクティビティの検索 サポートなし

アクティビティの作成 サポートなし
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ディープ・リンクのサポート・レベル

ページ モジュール コンポーネント サポート・レベル

育成プラン 開発 完全サポート

アクティビティ詳細 完全サポート

推薦 完全サポート

アーカイブされた育成アクティビ

ティ

完全サポート

パフォーマンス・レビュー レビュー 完全サポート

タブ サポートなし^

従業員目標 リスト・モード 完全サポート

タイム・ライン・モード サポートなし

詳細展望 完全サポート

リスト・ボタンでの現存 サポートなし

後任プラン リスト・モード 完全サポート

比較 完全サポート

タイム・ライン サポートなし

マトリックス サポートなし

中央パネル 自分のタスク 一般 完全サポート

自分のキャリア 一般 完全サポート

右パネル 自分のネットワーク ネットワーク連絡先リスト 完全サポート

ネットワーク・ユーザー・ピッカ 完全サポート

共通ビュー ポップアップ・ウィンドウ サポートなし

パフォーマンス・カード 完全サポート

コンテキスト・ボックス ホーム・ボタン 完全サポート

ユーザー・セレクタ 完全サポート

モジュール・セレクタ 完全サポート

* 従業員のリンクはサポートされていません。

^ タブはサポートされていません（ページ内にあって個別にリンクできないため）。
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補助ナビゲーション・バー

ページの右上にある補助ナビゲーション・バーを使用すると、ユーザーが必要に応じて問い合せるリソース（特定

のTaleo製品に関連付けられていないリソース）のコレクションへのクイック・アクセスが提供されます。

使用可能にした場合、補助ナビゲーション・バーはいつでも表示してアクセスできます。

補助ナビゲーション・バーには、次のエレメントが含まれる場合があります（使用可能にした場合で、ユーザーにそれらのエ

レメントへのアクセス権が付与されている場合）。

• 「ホーム」。

• ユーザーに複数のTaleo製品に対するアクセス権がある場合、「ホーム」アイコンをクリックすると、ウェルカム・セン

ターのフロント・ページが表示されます。

• ユーザーにTaleo採用のみに対するアクセス権がある場合、「ホーム」アイコンをクリックすると、採用センターのフロ

ント・ページが表示されます。

• ユーザーにTaleoパフォーマンスのみに対するアクセス権がある場合、「ホーム」アイコンをクリックすると、従業員セ

ンターのフロント・ページが表示されます。

• ユーザーにTaleoオンボーディングのみに対するアクセス権がある場合、「ホーム」アイコンをクリックすると、オンボー

ディング・センターのフロント・ページが表示されます。

• ユーザーにTaleo報酬のみに対するアクセス権がある場合、「ホーム」アイコンをクリックすると、報酬センター（報

奨プランニング）のフロント・ページが表示されます。

• ユーザーに構成のみに対するアクセス権がある場合、「ホーム」アイコンをクリックすると、構成センターのフロント・

ページが表示されます。
• 「リソース」。「自分の設定」、「バージョン情報」、「E-ラーニング」、「Webサポート」および「トレーニング」が含まれる

場合があります。また、Taleoパフォーマンスには、「ヘルプ・センター」が含まれます。
• 「タレント・グリッド」。「ナレッジ・エクスチェンジ」、「ソリューション・エクスチェンジ」、「タレント・エクスチェンジ」が含まれる

場合があります。Taleoパフォーマンスのみを使用するTaleoクライアントには、「ナレッジ・エクスチェンジ」のみに対す

るアクセス権があります。
• 「サイン・アウト」。セッションを終了し、すべてのTaleo製品から自動的にサイン・アウトします。

ヘルプ・センター

ヘルプ・センターでは、Taleoパフォーマンスの標準オンライン・ヘルプを提供します。アプリケーションの各ページの上部に

あるナビゲーション・ツールバーからアクセスします。「リソース」リンクをクリックし、次に「ヘルプ・センター」オプションを選択し

ます。新しいウィンドウにヘルプ・センターがオープンし、検索、ナビゲーションおよびトピック表示機能を備えたヘルプ・コン

テンツ・ビューアが提供されます。ヘルプ・センター機能は、実装時に使用可能に設定されて提供されます。必要な構成

はありません。

ヘルプ・センターのトピック・コンテンツは、PDF版のTaleoパフォーマンス・ユーザー・ガイドおよび構成ガイドで提供される

コンテンツと同じで、ヘルプ・センターのコンテンツであることの主な違いは、アプリケーション内からアクセスできる点です。

カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ機能を使用してヘルプ・センターの特定のセクションへのリンクを構成し、標準コンテ

ンツをさらにコンテキスト依存で配置して、ほとんどのパフォーマンス・モジュールのサポート・ツール・ペインに表示できます。

組織独自のカスタム・ヘルプ・コンテンツを配置するために、カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ機能の使用を選択した

場合、このオプションは使用できません。詳細は、「カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ」および「サポート・ツール」を参

照してください。
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サポート・ツール

サポート・ツール機能は、パフォーマンス・アプリケーションのほとんどのモジュールの右側にペインとして表示されます。モ

ジュールまたはコンテキストに適したフィードバック、適合性分析または添付ツールへのクイック・アクセスを提供します。ま

た、サポート・ツール・ペインを構成し、組織独自のカスタム・ヘルプ・コンテンツまたは提供された標準オンライン・ヘルプの

選択したセクションのいずれかのカスタマイズ可能なオンライン・ヘルプを表示できます。

サポート・ツール・ウィンドウのデフォルト状態の構成（展開または折りたたみ）は、「デフォルトで表示されるサポート・ツー

ル」設定（「グローバル設定」カテゴリの「構成」にある）を使用して判断されます。サポート・ツール・ウィンドウが表示され

るパフォーマンスのすべてのモジュールでは、この設定によってウィンドウが制御されます。「はい」に設定すると、デフォルト

でサポート・ツール・ウィンドウがオープン（または展開）されます。「いいえ」に設定すると、ウィンドウはデフォルトで折りたた

まれます。アプリケーションを初めてオープンした場合、この設定の初期デフォルト値は「いいえ」になります。いずれの場合

も、ウィンドウには展開/折りたたみのボタンがあり、必要に応じてウィンドウをオープンまたはクローズできます。

構成の詳細は、Taleoパフォーマンス管理ガイドの「カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ」を参照してください。

図: サポート・ツール・ペインは折りたたみ/展開可能で、展開されている場合は「ツールの表示」と「ヘルプ」の2つのタブが

表示されます。

カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ

カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ機能では、コンテキスト依存のカスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ機能を組織の

ユーザーに提供します。構成設定を使用して、オンライン・ヘルプの表示をパフォーマンス・モジュール・レベル（レビュー、

目標、フィードバックなど）でコンテキスト依存にできます。モジュールごとに組織独自のカスタム・コンテンツを表示する機

能があります。各モジュールに表示される、右側のサポート・ツール・ペインからアクセスします。この機能を使用して、社

内方針と手続き、書式、ヘルプ・ビデオなどの組織の関連ヘルプ・コンテンツをユーザーがアプリケーション内で使用できる

ように設定できます。

カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプと標準オンライン・ヘルプの対比

カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ - 組織がWebサイトまたはサーバーにある独自のコンテンツを使用して作成しま

す。URLをパフォーマンスに構成して、コンテンツを右側のサポート・ツール・ペインに表示できます。

カスタム・ヘルプをアクセスが制限されているサーバーでホストしている場合は、顧客の責任によって、エンド・

ユーザーが確実にアクセスできるようにしてください。

標準オンライン・ヘルプ - デフォルトのOracle Taleo標準オンライン・ヘルプ・コンテンツで、サポート・ツール・ペインから表

示できます。提供するコンテンツをアプリケーション・モジュールに関連するマニュアルのレベルにするという意味で、コンテキ

スト依存にできます。
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これは、メインのヘルプ・センターで提供されるのと同じコンテンツで、この完全なコンテンツは、各ページの右上

にあるナビゲーション・ツールバーの「リソース」リンクを介してアクセスできます。

詳細は、「ヘルプ・センター」を参照してください。

右側のサポート・ツールでのヘルプの表示

右側のサポート・ツール・ペインは、構成でアクティブ化されると、折りたたみ/展開可能スタイルを使用してアプリケーショ

ン・モジュールに表示されます。

• ペインが折りたたまれているときは、「ツールの表示」ボタンの下に「ヘルプ」ボタンが常に表示されます（両方が使用可

能な場合）。

• ペインが展開されているときは、「ツールの表示」と「ヘルプ」はタブ・フレームで表示されます（両方が使用可能な場

合）。

次に、カスタム・ヘルプ表示ウィンドウのサイズに関するヒントを示します。

• HTMLフレームの内部サイズは、高さがウィンドウに対応し、幅が177ピクセルに固定されます。

• Webサイトによっては、別のフレーム内に埋め込むことができないコードが使用されている場合があります。

• 組織がハイパーリンクからポップアップ・ウィンドウを起動して使用できるWebページを作成するには、複数の方法があ

ります。これらによって、ヘルプ・コンテンツの表示を編成する、ヘルプ・トピック・リンクのメイン・ページから各ヘルプ・ト

ピックの個別ポップアップ・ページに移動するなどの適切な方法が提示されます。

詳細は、「サポート・ツール」を参照してください。

図: 右上のツール・バーにオンライン・ヘルプへのリンク、右側にサポート・ツールが表示された、Michael Deckerの「タレ

ント・プロファイル」ページ。

直前の図では、次のように操作できます。

1. 標準オンライン・ヘルプ全体にアクセスするには、「リソース」 > 「ヘルプ・センター」の順にクリックします。
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2. カスタマイズ可能/コンテキスト依存ヘルプにアクセスするには、右側のサポート・ツール・ペインにある「ヘルプ」ボタンま

たはタブをクリックします。

カスタマイズ可能なヘルプ表示の構成

パフォーマンスのシステム・モジュールごとに、対応するアクティブ化とURLのペアの構成設定があります。これらの設定で

は、モジュールごとに右側のサポート・ツール・ペインを3つの表示オプションのいずれかに構成できます。

1. ヘルプ表示なし - モジュールのアクティブ化設定を使用して、サポート・ツール・ペインの「ヘルプ」タブの表示をアクティ

ブ化します。デフォルト設定は「いいえ」（なし、つまり非アクティブ化）です。

2. カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ - URL設定を使用して、組織のコンテンツが格納されているWebサイト

のURLパスを該当の「値」フィールドに入力し、組織のカスタマイズされたオンライン・ヘルプを表示します。これは、実

装されている言語ごとに実行します。これは、アクセス可能なポリシー、手続き、記事、ビデオ・クリップなどがある場

所へのパスである必要があります。

3. デフォルトの標準オンライン・ヘルプ - URL設定を使用して、実装されている各モジュールと言語のデフォルト

のURLを（「構成」ページの下部に表示されたリストから）コピーして、該当の「値」フィールドに貼り付け、デフォルトの

標準オンライン・ヘルプを表示します。

カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプの構成設定は、「構成」[Taleoパフォーマンス]設定[製品の設定][絞込み条件]カ
テゴリ=「ヘルプ」にあります。構成の詳細は、Taleoパフォーマンス管理ガイドを参照してください。

例:

次に、カスタマイズ可能なオンライン・ヘルプ機能を組織に役立てる例を示します。

1. 組織の管理者には社内Webサイトがあり、パフォーマンス・アプリケーション（レビュー、タレント・プロファイル、後任

など）の各モジュール用に作成したヘルプ・ドキュメントへのURLリンクが設定されています。

2. また、社内Webサイトには、パフォーマンス・アプリケーションで使用可能にしたすべての言語を対象とした、このカ

スタム・ヘルプ・コンテンツの翻訳も格納され、各モジュールのコンテンツと言語の組合せが個別のHTMLページで

提供されるようにWebサイトが編成されています。

3. コンテンツがモジュール別、言語別に編成され、WebサイトへのURLを使用してポップアップ・ウィンドウを介してコ

ンテンツにアクセスできるため、管理者は、HTMLページへのURLリンクをモジュール別および言語別に表示するよ

うにパフォーマンス・アプリケーションを構成します。

4. 組織のユーザーは、サポート・ツール・ペインで、構成された各モジュールと言語に関連するコンテキスト依存のカス

タム・ヘルプ・コンテンツにアクセスできます。

従業員センター

従業員センターは、アプリケーションのホーム・ページです。従業員に関連する情報を提供する一連のパネルで構成され

ます。

パネルまたはセクションを備えたダッシュボードに似たインタフェースで、割り当てられたタスク、ネットワーク・メンバーおよび

目標の進捗に関する情報が提供されます。1回のクリックでシステム内の画面にアクセスして、データを追加および更新

できます。

ナビゲーション・リボンでは、「ウェルカム・センター」および「Taleoパフォーマンス」ホーム・ページへの永続的なリンクを提供

します。

左側の列の下には、従業員の権限に基づいて表示される一連のクイック・リンク・パネルがあります。

すべての従業員には、「クイック・リンク」パネルで従業員に関する情報へのリンクが提供されます。

従業員のロールに従って、表示は動的に変化します。また、マネージャである従業員には、「マネージャ・センター」パネル

でマネージャの直属の部下に関する情報へのリンクが提供されます。

また、HR管理者である従業員には、「HR管理ツール」パネルで管理機能へのリンクが提供されます。
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「自分のタスク」パネルでは、割り当てられたタスクの従業員通知が提供されます。割り当てられたタスクのリストは、タス

クのタイプおよび期日超過に基づいて表示できます。各タスクには、関連タスクに直接アクセスするリンクが用意されてい

ます。

「自分のキャリア」パネルでは、従業員の目標および完了ステータスのクイック・ビューが提供されます。

「自分のネットワーク」パネルでは、従業員のネットワークを管理するメカニズムが提供されます。詳細は、ネットワークに

関するトピックを参照してください。

割当タスクの表示

「自分のタスク」パネルから割当タスクを表示すると、自分に割り当てられたタスク、およびまだ完了していないタスクをす

べて確認できます。タスクは、カテゴリ別または期限超過のタスクでフィルタ処理できます。

前提条件

「Taleoパフォーマンス」 > 「自分のタスク」

ステップ

1. 「自分のタスク」パネルで、「表示」リストからタスク・カテゴリを選択してリストをリフレッシュします。

アクティブなタスクがあるカテゴリのみ表示され、関連するタスク数も表示されます。

2. 「期限超過のタスクのみの表示」オプションを選択し、「リフレッシュ」をクリックしてリストをさらにフィルタ処理しま

す。

3. リストからタスクを選択して、要約情報を表示します。

タスクを完了するのに必要なユーザー権限がない場合は、メッセージが表示されます。

4. 要約情報内のリンクを選択して、タスクに移動します。

マネージャ・センター

マネージャは、「マネージャ・センター」パネルのリンクを使用して異なるモジュールにアクセスし、そこでタスクを完了したり、

従業員に関する情報を表示できます。

ネットワーキング

ネットワーキングはTaleoパフォーマンスの重要なコンポーネントです。フィードバックを収集し、パフォーマンス・レーティン

グに影響する可能性がある入力を提供する目的で、ユーザーは各自のネットワーク内の個人とデータを共有できます。

「自分のネットワーク」は「従業員センター」にあるパネルで、従業員の現在のネットワークに属する個人のリストが表示さ

れます。

ネットワーキングを使用すると、特定の項目に対するフィードバックまたはレーティング・パフォーマンスを収集する目的で、

ユーザーは各自のネットワーク内の個人とデータを共有できます。ユーザーは、ネットワークに含める他のユーザーを選択

できます。パフォーマンス・レビューのために、マネージャは、フィードバックの提供を許可するネットワーク・メンバーを承認す

る必要があります。

「自分のネットワーク」パネルでは、ユーザーはいずれかのネットワーク・メンバーからのフィードバックを要求したり、従業員

に対して任意のフィードバックを送信することを選択できます。

各製品でフィードバックを要求する場合は、「自分のネットワーク」に設定されたユーザーが活用されます。たとえば、後

任プランを開発する場合、マネージャは、自分が属するネットワークのメンバーに対して、プランまたはプランの特定のメン

バーに関するフィードバックの提供を要求できます。
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ネットワークのメンバーは、簡単に識別できるようにタグに関連付けることもできます。指定のネットワーク・メンバーを複数

のタグに関連付けることが可能です。ユーザーはタグのリストを使用して単一のタグをクリックし、所属するネットワークのメ

ンバーをすばやくフィルタ処理できます。

システム内の特定の項目に関するフィードバックを要求する場合は、招待ベースのネットワークに加え、動的ネットワーク

も提供されます。たとえば、後任プランに関するフィードバックを要求する場合、動的ネットワークはプランの個々のマネー

ジャと以前のマネージャで構成されます。プランを開発しているマネージャは、そのいずれかのマネージャにフィードバックの

提供を依頼できます。

ネットワーク連絡先の追加

前提条件

Taleoパフォーマンス

ステップ

1. 「自分のネットワーク」セクションで、ユーザー・セレクタの表示への追加をクリックします。

2. 「自分の直属の部下」を選択して直属の部下をドリルダウンして連絡先を検索するか、「キーワード別」を選択し

て名前、Eメールおよびジョブ・タイトルに基づいて検索します。

3. 使用可能な従業員名を選択し、「選択」をクリックします。

4. 連絡先に対するメッセージを入力し、「完了」をクリックします。

結果

ネットワークへの招待が受信者に送信されます。

次ステップ

従業員は招待をレビューし、招待を受け入れると、送信者が受信者のネットワーク・リストに追加されます。従業員

が招待を受け入れるかどうかに関係なく、その従業員に関するフィードバックは引き続き送信できます。

フィードバック

フィードバック・モジュールでは、従業員に関する入力とインサイトを用意するために、同僚に質問する機能が従業員およ

びマネージャに提供されます。たとえば、パフォーマンス・レビュー・プロセスの中で目標プランまたは個々の目標について従

業員がフィードバックを要求し、そのフィードバックを各自のマネージャと共有できます。マネージャは、対象となる従業員

について、その従業員と交流がある同僚または他のマネージャからのフィードバックを要求できます。

Taleoパフォーマンスでは、フィードバックを通じて、アクティビティ（目標やレビューなど）に関する情報を提供するための

ツールをユーザーに提供します。実績パフォーマンスと計画パフォーマンスとを比較できるように、従業員に情報を返す流

れを提供します。ネットワーキングとともに機能し、メンタリング、指導および学習のためにソーシャル・ネットワークを作成、

保守および利用する機能を従業員に提供します。

フィードバックの用語

次の用語には、フィードバック・モジュールに関して特有の標準化された意味があります。フィードバック管理を理解して使

用するために、基本的な一貫した用語を示します。

用語 摘要

承認者 フィードバックの承認を要求する個人（従業員、プロバイダまたは要求者と同じである場合

があります）。
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用語 摘要

コンテキスト 提供または要求されたフィードバックの焦点を示す、フィードバックの主題またはタイプ（たと

えば、キャリア・シナリオ、コンピテンシ、育成アクティビティ、従業員目標、一般、ジョブ・ロー

ル）。

従業員 フィードバックの対象者で、通常はフィードバック・モジュールのページ上部にあるブレッドクラ

ムで選択した個人。

プロバイダ フィードバックを提供する個人（従業員と同じである場合があります）。

受信者 フィードバックを受け取る個人。フィードバックが要求される場合、受信者は要求者と同

じです。それ以外の場合、受信者はプロバイダ、従業員または直属のマネージャと同じで

す。

要求者 フィードバックを要求する個人（従業員またはプロバイダと同じである場合があります）。

フィードバック・ツール

通常、パフォーマンスに用意されているフィードバック・ツールは2つのカテゴリに分類されます。
1. アプリケーション全体にわたってグローバルに提供されるフィードバック・モジュール機能。これらはマニュアルのこの項で

説明します。
2. 個人のフィードバックに対する統合ビューを提供する「フィードバック」ページ。これは、マニュアルの「「フィードバック」

ページ」および「結果リスト」の2つの項で説明します。

フィードバック・モジュールは、従業員にフィードバックを提供する目的で、パフォーマンスの他の多くのモジュールからアクセ

スされます。すべてのフィードバックはシステムに入力され、フィードバック・モジュールに格納されます。マネージャに提供さ

れるフィードバックは、従業員には公開されません。

従業員センターのクイック・リンク

従業員センターでは、以前のリリースで使用された「フィードバック・ジャーナル」リンクが、左側のペインにある「フィードバッ

ク」クイック・リンクで置換されました。

「移動先」ドロップダウン・リスト

「移動先」ドロップダウン・リストには、アプリケーションで、次の各場所から「フィードバック」ページをオープンするオプション

が用意されています。

• パフォーマンス・カード
• 「パフォーマンス・レビュー」 > 個々の従業員
• 「検索結果」 > 個々の従業員
• 「後任プラン」 > 後任者名
• 後任プランの候補者名簿 > 個々の従業員
• タレント・ブラウザのタレント・キャリア
• 「タレント・プール」 > 個人名
• タレント・スナップショット

サポート・ツールからのフィードバック

ユーザーは、アプリケーションの右側にあるサポート・ツール・ペインを使用してフィードバックを要求できます。フィードバッ

ク・サポート・ツールは、Taleoパフォーマンスの次のモジュールに関連付けられています。

• 自分の育成プラン
• 自分のパフォーマンス・レビュー
• 自分の目標プラン
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• 後任プラン

サポート・ツール・ウィンドウのデフォルト状態（展開または折りたたみ）の構成設定は、「デフォルトで表示されるサポート・

ツール」という設定を使用して判断されます。「構成」 > 「グローバル設定」に表示されます。Taleoパフォーマンスでサ

ポート・ツール・ウィンドウが表示されるすべてのセクションでは、この設定によってウィンドウが制御されます。

「はい」に設定すると、デフォルトでサポート・ツール・ウィンドウがオープン（または展開）されます。「いいえ」に設定すると、

ウィンドウはデフォルトで折りたたまれます。アプリケーションを初めてオープンした場合、この設定の初期デフォルト値は「い

いえ」になります。いずれの場合も、ウィンドウには展開/折りたたみのボタンがあり、必要に応じてウィンドウをオープンまた

はクローズできます。

Taleo受信トレイからのフィードバック

Taleo受信トレイもインストールされている場合、ユーザーはアプリケーションにログインしなくても、Microsoft Outlookの

受信トレイ・ツールでフィードバックおよびサポート文書を要求および取得できます。これは、レビュー時に大半のレビュー

内容がすでに組み立てられていることを意味します。マネージャは、レビューを記述するかわりに情報を編成、比較および

統合します。

タスク・リストからのフィードバック

ユーザーがフィードバック要求を受信すると、そのエントリは従業員センターの各自のタスク・リストに追加されます。その

後、フィードバックを提供する場合は、そのタスクを単にオープンすることで、フィードバック返信画面が表示されます。目

標、後任およびキャリアの各プランのフィードバック応答フォームが拡張され、回答者が情報を提供するのに役立つよう

に、要求されたフィードバック対象従業員に関するその他のコンテキスト依存の詳細が提供されます。また、フィードバッ

ク・プロバイダは目標に対するレーティングも提供できます。

「フィードバックを提供」ダイアログ

「フィードバックを提供」ダイアログには、詳細で有意義なフィードバックに対応するように最大6,000文字のフィードバック・

テキスト入力ボックスが用意されています。入力領域には、入力に従って制限まで何文字余裕があるか、または制限を

何文字超過しているかを動的に表示する文字数カウンタもあります。6,000文字の制限に達した後も引き続き入力で

きますが、文字数が制限を超過している場合、フィードバックは送信できません。

「フィードバックの要求」ダイアログ

自分または別の誰かに関するフィードバックを要求するために「フィードバックの要求」ボタンを使用すると、フィードバックの

要求先を選択できるダイアログ・ボックスがオープンします。ダイアログでは、要求するフィードバックのコンテキスト（つまり、

一般、キャリア・シナリオ、コンピテンシ目標、育成アクティビティ、従業員目標、レビュー）も選択できます。また、選択し

たコンテキストに従って、ダイアログでは、フィードバックをコンテキストのすべてのエレメントについて要求するか、特定のエ

レメントのみを要求するかを指定できます。たとえば、シナリオの範囲内でキャリア・シナリオ全体または特定のキャリア・オ

プションについてフィードバックを要求できます。フィードバック要求には失効がありません。フィードバック要求は取消できま

せんが、否認または削除できます。

フィードバック - 他のコンテキストから使用可能なアクション

アプリケーションの様々な場所から（つまり、特定のコンテキスト範囲内で）フィードバックを読取り、要求または提供できま

す。次の表に、フィードバック・アクションを使用可能なその他のコンテキストを示します。

モジュール 有効なアクション Eメール通知の関連

メッセージ・テンプレート

自分のタスク フィードバック要求に返信します。 Eメール通知は使用不可

自分のネットワーク 選択されたカードの従業員に一般フィード

バックを送信します。

Eメール通知は使用不可



21 · Oracle Taleo Performance Cloud Service   ユーザー・ガイド

モジュール 有効なアクション Eメール通知の関連

メッセージ・テンプレート

選択されたカードの従業員のマネージャに

一般フィードバックを送信します。

Eメール通知は使用不可

送受信されたフィードバック、および構成

に応じて、記録されたユーザーに関する

フィードバックを表示します。

表示に関するEメール通知は適用不可

6,000文字まで許可されるテキスト入力

領域を使用して、従業員に関する一般

フィードバックを提供します。

Eメール通知は使用不可

フィードバックのコンテキスト内でコンテキス

トまたはオプション（あるいはその両方）を

選択し、従業員または自分に関する一般

または特定のフィードバックを要求します。

• フィードバック要求の標準通知

• フィードバック要求に対する応答の標

準通知

ペンディングのフィードバック要求を表示し

ます。

表示に関するEメール通知は適用不可

ペンディングのフィードバック要求に対してリ

マインダを送信します。

タスク・リストの新規タスクに加えて送信さ

れるEメール通知

フィードバック

「フィードバック」ページに現在表示されて

いるフィードバック・エントリをPDF形式のレ

ポートに印刷します。

レポートの印刷に関するEメール通知は適

用不可

選択されたカードの従業員に一般フィード

バックを送信します。

Eメール通知は使用不可タレント・ブラウザ

選択されたカードの従業員のマネージャに

一般フィードバックを送信します。

Eメール通知は使用不可

記録されたユーザーに関する一般フィード

バック、および記録されたユーザーのキャリ

ア・プランについて提供されたキャリア・プラ

ン・フィードバックを表示します。

表示に関するEメール通知は適用不可キャリア・プラン

キャリア・シナリオまたは特定のキャリア・オ

プションに関するフィードバックを要求しま

す。

• キャリア・プランのフィードバック要求の

標準通知

• キャリア・プランのフィードバック応答の

標準通知

記録されたユーザーに関する一般フィード

バック、および記録されたユーザーの育成

プランにおける育成アクティビティについて

提供されたフィードバックを表示します。

表示に関するEメール通知は適用不可育成プラン

記録されたユーザーの育成プランにおける

育成アクティビティについてフィードバックを

要求します。

• 育成プラン・フィードバック要求の標準

通知
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モジュール 有効なアクション Eメール通知の関連

メッセージ・テンプレート

• 育成プラン・フィードバック応答の標準

通知

記録されたユーザーについて提供された

一般フィードバック、および記録されたユー

ザーの目標プランにおける目標またはコン

ピテンシについて提供されたフィードバック

を表示します。

表示に関するEメール通知は適用不可目標プラン

記録されたユーザーの目標プランにおけ

る目標またはコンピテンシについてフィード

バックを要求します。

• 従業員目標のフィードバック要求の標

準通知

• 従業員目標のフィードバック応答の標

準通知

記録されたユーザーについて提供された

一般フィードバック、および記録されたユー

ザーのパフォーマンス・レビューの項目につ

いて提供されたフィードバックを表示しま

す。

表示に関するEメール通知は適用不可パフォーマンス・レビュー

記録されたユーザーのパフォーマンス・レ

ビューの項目についてフィードバックを要求

します。

• レビューのフィードバック要求の標準通

知

• レビューのフィードバック応答の標準通

知

後任プラン 後任プランについて、または記録された

ユーザーのポジションに対するプランでの

個々の後任について、フィードバックを要

求します。

• 後任プランのフィードバック要求の標

準通知

• 後任プランのフィードバック応答の標

準通知

メンタリング・センター メンタリング対象者（メンティ/プロテジェ）に

フィードバックを送信します。

「フィードバック」ページ

「フィードバック」ページは、受信または提供したフィードバック項目のすべてが、完了済かペンディング中かに関係なく、統

合ビューが提供される中心的な場所です。日付範囲、プロバイダおよびコンテキスト別に表示するように、フィードバック

項目をフィルタ処理できます。ユーザーは、各自または別のユーザーに関する一般または特定のフィードバックを要求した

り、別のユーザーに関する一般フィードバックを提供します。

ブレッドクラム・ナビゲーション

「フィードバック」ページにブレッドクラム・ナビゲーション・モデルが実装され、対象従業員の選択や他のモジュールとのナビ

ゲーションが標準化されました。

ブレッドクラム・ナビゲーションは「フィードバック」ページの上部にあり、他のパフォーマンス・モジュールとの整合性がありま

す。ブレッドクラムには現在有効な従業員が表示されます。従業員を変更する機能は、セキュリティ権限とアクセス権に
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基づいて提供されます。ブレッドクラムで選択した従業員によって、フィードバック・モジュールに表示されるフィードバック項

目の対象者または関係者が判断されます。ブレッドクラムには、現在作業しているモジュール（たとえば、フィードバック）も

表示され、システムの他のモジュールに移動できるセレクタもあります。

従業員には、各自に関するフィードバックと自分が提供したすべてのフィードバックにのみアクセス権があります。マネー

ジャには、自分および直属の部下に関するフィードバックへのアクセス権があります。対象範囲の全員のフィードバックが

表示されるとはかぎりません。「フィードバック」ページの結果リストに表示される内容も次の設定によって異なります。

1. 「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」設定の構成（「非公開」または「公開」）。

2. 左側のパネルで選択したプライマリ・フィルタの設定（「日付範囲」、「プロバイダ」または「コンテキスト」）。

3. 選択したタブ表示（「受信」または「提供」）。

4. タブ表示に対して選択したセカンダリ・フィルタ・ボタン（「完了済」、「ペンディング」または「合計」）。

図: フィードバック・モジュールに対するナビゲーション、用語、フィルタリングおよびコンテンツ表現のいくつかの拡張を示して

います。

パフォーマンス・カード

左側上部のパネルには「パフォーマンス・カード」があります。他のパフォーマンス・モジュールのルック・アンド・フィールと一

貫性のある標準的なパフォーマンス・カードが提供されます。カードの内容はコンテキスト依存で、ブレッドクラムで選択し

た従業員が反映されます。フィードバック・モジュールへのリンクがパフォーマンス・カードに追加され、モジュールのすべてに

カードが表示されます。

フィードバックのプライマリ・フィルタ

プライマリ・フィルタは、左側下部のペインにあります。フィードバック・モジュールに表示するデータについてパラメータを設定

するフィルタが用意されています。次のフィルタを使用できます。

• 日付範囲

• プロバイダ

• コンテキスト（パフォーマンス・モジュールまたは機能）

日付範囲は、常に現在日の前日にデフォルト設定されます。指定の範囲内に受信または送信されたフィー

ドバック項目が移入されます。指定の範囲内に期日があるペンディングのフィードバック要求も移入されます。
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フィルタは結果リストで選択したビューまたはタブにのみ適用され、これは受信したフィードバックの表示と提供したフィード

バックの表示にフィルタが個別に適用されることを意味します。次の表に、フィルタの機能を示します。

フィルタ フィルタ・オプション 摘要

受信日/送信日 自 このフィルタを使用して、この日付で開始したフィードバックを

表示します。デフォルトでは、現在日の1年前に相当する日

付が入力されます。

受信日/送信日 至 このフィルタを使用して、この日付で終了したフィードバックを

表示します。デフォルトでは、現在日が入力されます。

プロバイダ このフィルタを使用して、特定の個人によって提供された

フィードバックを表示します。「受信」フィードバックを表示して

いる場合は、「プロバイダ」フィールドが空白にデフォルト設定

され、すべてのプロバイダからのフィードバックが表示されるこ

とを示します。それ以外の場合は、プロバイダを選択すること

でリストを絞り込むことができます。「提供」フィードバックを表

示している場合は、「プロバイダ」フィールドに自分の名前が

自動的に移入されます。

コンテキスト このフィルタを使用して、ドロップダウン・リストから選択した特

定のコンテキストに関してフィードバックを表示します。可能

性のあるコンテキストは「キャリア・シナリオ」、「コンピテンシ」、

「コンピテンシ目標」、「カスタム項目」（レビュー）、「育成アク

ティビティ」、「従業員目標」、「一般」、「ジョブ・ロール」およ

び「レビュー」です。

コンテキスト キャリア・シナリオ キャリア・シナリオに関して、キャリア・プランから送信された

フィードバック要求への応答で提供されたフィードバックを表

示するため。

コンテキスト ジョブ・ロール キャリア・シナリオの特定のジョブ・ロールに関して、キャリア・プ

ランから送信されたフィードバック要求への応答で提供され

たフィードバックを表示するため。

コンテキスト 一般 フィードバックが「フィードバック」ページ、「自分のネットワーク」

またはタレント・ブラウザの「パフォーマンス・カード」から要求ま

たは提供されたかどうかに関係なく、従業員について提供さ

れた一般フィードバックを表示するため。

コンテキスト 育成アクティビティ 育成アクティビティに関して、育成プランから送信されたフィー

ドバック要求への応答で提供されたフィードバックを表示する

ため。

コンテキスト 従業員目標 従業員目標に関して、パフォーマンス・レビューから、または

目標プラン（「目標」タブ）から送信されたフィードバック要求

への応答で提供されたフィードバックを表示するため。

コンテキスト コンピテンシ目標 コンピテンシ目標に関して、目標プラン（「コンピテンシ」タブ）

から送信されたフィードバック要求への応答で提供された

フィードバックを表示するため。
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フィルタ フィルタ・オプション 摘要

コンテキスト コンピテンシ レビューの一貫であって、目標プランからの取得ではないコ

ンピテンシに関して、パフォーマンス・レビューから送信された

フィードバック要求への応答で提供されたフィードバックを表

示するため。コンピテンシが目標プランからレビューにインポー

トされる場合は、「コンピテンシ目標」とみなされます。

コンテキスト レビュー パフォーマンス・レビューから送信されたフィードバック要求へ

の応答で提供されたフィードバックを表示するため。

コンテキスト カスタム項目 顧客固有の項目に関するパフォーマンス・レビューから送信

されたフィードバック要求への応答で提供されたフィードバッ

クを表示するため。

「フィードバックを提供」ツールバー・ボタン

「フィードバック」ページの左上にある（ブレッドクラムのすぐ下の）ツールバーでは、「フィードバックを提供」ボタンによって、

一般フィードバックを他の個人に送信できる機能が提供されます。「フィードバックを提供」ボタンをクリックすると、最初

に「ユーザー・セレクタ」ダイアログがオープンし、フィードバックを提供する対象者を選択できます。対象者を選択すると、

「フィードバックを提供」ダイアログがオープンします。「フィードバック」テキスト入力ボックスでは、詳細で有意義なフィード

バックを提供するように最大6,000文字を入力できます。入力領域には、入力に従ってあと何文字余裕があるか、また

は制限を何文字超過しているかを動的に表示する文字数カウンタもあります。6,000文字の制限に達した後も引き続

き入力できますが、制限を超過したフィードバックを送信しようとすると警告メッセージが表示されます。警告ダイアログを

クローズすると、コメントはセッションにそのまま保存されているため、文字数が制限未満になるまでフィードバックを編集で

きます。文字数が制限未満になるまで、コメントは送信できません。フィードバックを提供する場合は、フィードバックの承

認を受けるために他の個人にフィードバックを送信する選択肢もあります。

「フィードバックの要求」ツールバー・ボタン

「フィードバック」ページの左上にあるツールバーでは、「フィードバックの要求」ボタンによって、自分または他の個人につい

て一般または特定のフィードバックを要求する機能が提供されます。ボタンをクリックすると、「フィードバックの要求」ダイア

ログがオープンします。ブレッドクラム・ナビゲーションで自分が従業員として選択されている場合は、要求が自分に対す

るものと認識されます。別の個人に関するフィードバックを要求する場合は、ブレッドクラム（「従業員」ドロップダウン・セ

レクタ）を使用して個人を選択できます。「フィードバックの要求」ダイアログでは、要求したフィードバックの提供を依頼す

る個人を選択できます。ダイアログでは、要求するフィードバックのコンテキスト（一般、キャリア・シナリオ、コンピテンシ目

標、育成アクティビティ、従業員目標、レビュー）を指定できます。選択したコンテキストに従って、ダイアログでは、フィー

ドバックをコンテキストのすべてのエレメントについて要求するか、特定のエレメントのみを要求するかを指定できる追加の

セクションが表示されます。たとえば、シナリオの範囲内でキャリア・シナリオ全体または特定のキャリア・オプションについて

フィードバックを要求できます。

構成

製品の設定

設定名 設定の摘要 可能な値 セキュリティ・レベル 設定カテゴリ

フィードバック要求使用

レーティング

フィードバック要求に5つ

星レーティング・スケール

を表示するかどうかを決

定します。

• なし

• 常に（デフォルト）

• ユーザーに確認 -
フィードバックの一

貫としてレーティン

公開 フィードバック
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製品の設定

設定名 設定の摘要 可能な値 セキュリティ・レベル 設定カテゴリ

グ情報をターゲット

受信者に提供する

かどうかを指定する

ために、ユーザーの

「フィードバックの要

求」フォームに追加

のオプションを表示し

ます。

フィードバックへの公開ア

クセスを使用可能

ユーザーが表示できる

フィードバックは、この設

定に依存します。非公

開フィードバックを使用

可能にすると、ユーザー

がフィードバックの作成

者または受信者である

場合にのみフィードバッ

ク・エントリを表示できま

す。公開フィードバックを

使用可能にすると、ユー

ザーは、各自または直

属の部下について提供

されたフィードバックすべ

てを表示できます。

• はい

• いいえ（デフォルト）

公開 フィードバック

フィードバックの承認を

使用可能にする

この設定でフィードバック

承認を使用可能にし、

承認者セレクタおよび詳

細を表示するかどうかを

制御します。承認ワーク

フロー・メカニズムのアク

ティブ化も制御します。

また、「はい」に設定され

ている場合は、フィード

バック・ジャーナルの「送

信日」ビューで、「ステー

タス」列が使用可能にな

ります。

• はい

• いいえ（デフォルト）

公開 フィードバック

フィードバックの削除を

許可

ユーザーが、フィードバッ

ク・ジャーナルからフィード

バック・エントリを削除で

きるかどうかを示します。

• はい（デフォルト）

• いいえ

公開 フィードバック
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フィードバック結果リスト

「フィードバック」ページの結果リストは、受信または提供したフィードバック項目のすべてが、完了済かペンディング中かに

関係なく、統合ビューが提供される中心的な場所です。表示できるフィードバック項目は権限によって異なります。リス

トには、各フィードバック項目に対して個別の行を備えた行と列があるグリッドにフィードバック項目が表示されます。列は

フィードバック項目に関する詳細を要約するフィールドです。グリッドによって、従業員が各自について受け取ったフィード

バックと他の従業員について提供したフィードバックすべてに対する迅速なアクセスが提供され、ペンディングを確認し、リ

マインダを送信します。

結果リストに表示されるフィードバック項目は、次の設定に従ってフィルタ処理されることがあります。

1. 「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」設定の構成（「非公開」または「公開」）。

2. ページ上部のブレッドクラムで選択した従業員がフィードバックの対象です。

3. 左側にある「フィルタ」ペインの「日付範囲」、「プロバイダ」および「コンテキスト」フィルタ。

4. 選択した「フィードバック」ビューまたはタブ（「要求済」または「提供」）。

5. 結果リストの右上で選択したコンテキスト依存またはセカンダリ・フィルタ・ボタン。

「フィードバック」ビューの「受信」および「提供」タブ

「フィードバック」ページにアクセスし、ブレッドクラムで選択された従業員が自分である場合は、結果リストに2つのデフォル

ト・ビュー（「受信」および「提供」）が表示されます。これらは、結果リストの上部にある同じ名前のタブで制御されます。

タブを使用すると、フィードバック項目を2つの独立したビュー（「受信」および「提供）に表示でき、モジュールには項目がコ

ンテキスト依存で表示されます。両方のビューには自分のフィードバックのフィードバック項目が表示されます。

• 受信 - 自分について受け取った受信フィードバック（依頼または任意）、自分に関する（自分または他の誰かが要

求した）ペンディング中のフィードバックの要求、および自分に関する（自分または他の誰かが要求した）承認待ちの

フィードバックの要求が表示されます。

• 提供 - 自分が作成者である依頼されたフィードバックと任意のフィードバックのすべて（自分が提供したフィードバッ

ク、提供を依頼されたペンディング中のフィードバックの要求、および提供して承認待ちのフィードバック）が表示されま

す。

ブレッドクラムで選択した従業員が別の従業員（自分以外）である場合は、別の従業員について受け取った

フィードバック項目が結果リストに表示されます。結果リストの上部にタブは表示されません。

ビューに基づいたフィードバック・モジュールの列

結果リストに表示されるフィールド（列）は、ブレッドクラムで選択した従業員に焦点を当てるように編成されます。選択し

たビューに基づいて、次のフィールド（列）がリストに表示されます。

タブ（ビュー） フィールド（列）

受信 「コンテキスト」、「プロバイダ」、「レーティング」、「フィードバック」、

「日付」、「ステータス」および「重要度」フラグ。

提供 「従業員」、「コンテキスト」、「要求者」、「レーティング」、「フィー

ドバック」、「日付」および「ステータス」。

リストは、「フィードバック」および「ステータス」列を除く任意の列で、昇順または降順にソートできます。

コンテキスト依存のセカンダリ・フィルタのボタン
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フィードバック結果リストの右上には、3つのボタン（「完了済」、「ペンディング」および「合計」）のグループがあります。ボ

タンは、結果リストの2つのメイン・ビュー（「受信」および「提供」）それぞれに表示されます。これらの各カテゴリに対して、

ジャーナルに明細数が表示されます。クリックすると、選択したビュー内でコンテキスト依存またはセカンダリ・フィルタとして

機能し、ビューに明細項目の一部またはすべてが表示されます。リストに表示される結果セットは、表示基準と選択し

たボタンのセカンダリ・フィルタリング基準の両方を満たす明細項目に絞り込まれます。たとえば、ビューが「受信」に設定

されているときに「完了済」ボタンをクリックすると、結果セットには、自分または指定した個人について実際に受信した

フィードバック項目のみが表示され、ペンディング中の項目は表示されません。

フィードバック項目の削除

構成でフィードバックの削除が許可されている場合、ユーザーには、受信したフィードバックをフィードバック結果リストから

削除する権限が付与されます。

フィードバック項目の承認

フィードバックの承認が使用可能な場合は、「ステータス」列に承認ステータスが表示されます。ステータスが「否認済」の

場合、フィードバックの作成者は、「フィードバック」ページでフィードバックを編集し、承認を受けるために再提出できま

す。承認が使用可能な場合は、「日付」フィールドにフィードバックが承認または否認された日付が表示されます。

フィードバック・ジャーナルでペンディングの項目を区別するビジュアル・キュー

フィードバック・ジャーナルでは、ペンディングのフィードバック要求の明細項目が斜体の太字テキストで表示され、受信し

たフィードバック項目と容易に区別できます。期日を経過したペンディングの項目は、「日付」フィールドが斜体の赤いテ

キストで表示されます。

フィードバック・ジャーナルのペンディングの項目に対する「リマインダの送信」オプション

フィードバック・ジャーナル内からペンディングの項目に対するリマインダを送信できる機能があります。結果リストで、ペン

ディングの項目の「フィードバック」列を右クリックして「リマインダ」オプションを選択すると、フィードバック要求について個人

を尋ねるプロンプトが表示されます。リマインダを送信した相手は、「従業員センター」の「自分のタスク」リストおよびEメー

ル・リマインダの両方でメッセージを受信します。

モジュール内から受信または要求したフィードバックの表示

「受信」タブを使用して、要求または受信したフィードバック項目を、完了済かペンディング中かに関係なく表示します。

「フィードバック」列には、完了した任意のフィードバック・コンテンツの1行目が、フィードバック項目をオープンしなくても

結果リスト内から直接表示されます。ヒントにマウスのポインタを重ねると、フィードバック項目の続きが表示されます。

「フィードバック」アクション・メニューから「詳細の表示」を選択、またはヒント・ウィンドウで「その他」を選択することで、提

供したフィードバックのコンテンツ全体を表示します。

「フィードバック」列には、要求したフィードバックで応答または承認を待機している項目に「ペンディング」というテキストが

表示されます。これは、「フィードバック」列のアクション・メニューから「通知」オプションを選択し、フィードバックを提供する

必要がある個人にリマインダを送信できるビジュアル・キューとして機能します。リマインダを送信すると、リマインダの日付

が「ステータス」列に表示されます。
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図: フィードバック詳細を表示する2つの方法を示す「フィードバック」モジュール・ページ。

直前の図では、次のように操作できます。

• A. - 「フィードバック」列にフィードバックの1行目が表示されます。用意されている領域よりフィードバックが長い場合

は、フィードバックにマウスのポインタを重ねると、ポップアップ・ヒントに詳細が表示されます。

• B. - フィードバックを表示するもう1つの方法は、コンテキスト依存のドロップダウン・ボタンをクリックし、アクション・メ

ニューから「詳細の表示」を選択します。「フィードバック詳細」ダイアログがオープンします。「フィードバック詳細」ダイア

ログでは、フィードバックの表示領域を広く確保するために、「追加詳細」セクションを折りたたむことができます。

モジュール内からのフィードバックの表示および提供

「提供」タブを使用して、提供されたフィードバック、および自分または他の従業員へのフィードバックの提供の要求を、完

了済かペンディング中かに関係なく表示します。「フィードバック」列には、完了した任意のフィードバック・コンテンツの1行

目が、フィードバック項目をオープンしなくてもフィードバック・モジュール内から直接表示されます。ヒントにマウスのポイン

タを重ねると、フィードバック項目の続きが表示されます。「フィードバック」列のアクション・メニューから「詳細の表示」を選

択、またはヒント・ウィンドウで「その他」を選択することで、提供したフィードバックのコンテンツ全体を表示します。

フィードバックを要求して現時点で提供されていない場合は、「フィードバック」列に「ペンディング」を示すビジュアル・

キューが表示されます。「日付」列にも「期限」とフィードバックが期限を迎える日付が表示されます。これらのビジュアル・

キューは「フィードバック」列のアクション・メニューの「応答」リンクに従って、要求されたフィードバックを提供するためのア

ラートとして機能します。

「フィードバックを提供」画面

「フィードバックを提供」画面を使用するプロバイダには、従業員を選択する「ユーザー・セレクタ」ダイアログを使用するた

めのプロンプトが表示されます。「フィードバックを提供」ダイアログをオープンした後は、必要に応じて、「変更」リンクをク

リックして「ユーザー・セレクタ」を再度オープンし、フィードバックを提供する別の従業員を選択できる機能も用意されてい

ます。
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「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」設定が「非公開」に構成されている場合は、「フィードバックを提供」画面

にマネージャに表示と「従業員に表示」の2つのチェック・ボックスが表示されます。設定が「公開」に構成されている場

合、2つのチェック・ボックスは表示されません。

ダイアログ画面での提示アクション

「フィードバックを提供」、「フィードバックの要求」などのダイアログ画面では、論理上顕著な次のアクションに対応するボタ

ンがハイライトされます。これは、他のアクティブなアクションの実行を妨げるものではありません。

フィードバックまたは承認提供時の「追加詳細」の折りたたみ

「フィードバック詳細」画面を使用してフィードバック要求に応答する場合、または「フィードバックの承認」画面で承認を

提供する場合は、「追加詳細」フィールドの折りたたみまたは展開を操作できます。これによって、「フィードバック」フィール

ドの編集領域を必要に応じて拡大する柔軟性が得られます。

また、「フィードバックを提供」ダイアログを使用してフィードバック要求に応答する際は、「概要」画面から「期日」および

「優先度」のフィールドを非表示にして縦の空間をより大きくすることで、「フィードバック」および「追加詳細」フィールドの

高さがより多く確保されています。

これらのダイアログ画面で、一連のボタン（「保存」、「前」、「次」および「取消」）は、編集および承認プロセスを先に進む

ため、または前に戻るためのボタンです。

「フィードバック」ページでのフィードバック項目のフィルタ処理

前提条件

「フィードバック」ページに表示できるフィードバック項目は、次によって異なります。

• 「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」設定の構成（「非公開」または「公開」）。

• ページ上部のブレッドクラムで選択された従業員。

詳細は、「フィードバック結果リスト」を参照してください。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック

ステップ

1. 「受信」または「提供」の1つ以上のビューの結果リストにフィードバック項目を表示できます。結果リスト上部のタ

ブを使用してビューを選択します。

2. 結果リストに表示されたフィードバック項目をさらにフィルタ処理するには、左側の「フィルタ」ペインでプライマリ・フィ

ルタ（開始日/終了日、プロバイダ、コンテキスト）を使用します。

フィルタが定義されていない場合は、選択したビュー（「受信」または「提供」）について、すべてのフィードバックが

表示されます。

フィルタは一度に1つのビューにのみ適用されることに注意してください（つまり、受信したフィードバックまたは提供さ

れたフィードバック）。

• すべてのデフォルト・フィルタを消去するには、 をクリックします。

• フィルタを選択した後は、 をクリックし、フィルタ・オプションに従ってフィードバック・ジャーナルのエントリ・リスト

を更新します。

3. ジャーナルに表示されたエントリをさらにフィルタ処理する場合は、3つのセカンダリ・フィルタ・ボタン（「完了」、「ペン

ディング」および「合計」）を使用します。
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各ボタンには、各カテゴリに対する結果リストの明細数が表示されます。クリックするとビューのセカンダリ・フィルタと

して機能し、ビューの明細項目のサブセットが提供されます。ジャーナルに表示される結果セットは、表示基準と

選択したボタンのセカンダリ・フィルタリング基準の両方を満たす明細項目に絞り込まれます。

結果

フィードバック結果リストには、公開/非公開アクセス、従業員の選択、タブ/ビュー、プライマリ・フィルタおよびセカンダ

リ・フィルタなどの様々なオプションに該当するフィードバック項目すべてが表示されます。

受信したすべてのフィードバックの表示

前提条件

「フィードバック」ページに表示するフィードバック項目は、次によって異なります。

• 「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」設定の構成（「非公開」または「公開」）。

• ページ上部のブレッドクラムで選択された従業員が自分である必要があります。

詳細は、「フィードバック結果リスト」を参照してください。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック

ステップ

「フィードバック」ページで、結果リストの上部にある「受信」タブを選択します。

結果リストには、自分について受信したフィードバック（依頼または任意）、自分に関する（自分または他の誰か

が要求した）ペンディング中のフィードバックの要求、および自分に関する（自分または他の誰かが要求した）承認

待ちのフィードバックの要求が表示されます。

提供したすべてのフィードバックの表示

前提条件

「フィードバック」ページに表示するフィードバック項目は、次によって異なります。

• 「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」設定の構成（「非公開」または「公開」）。

• ページ上部のブレッドクラムで選択された従業員が自分である必要があります。

詳細は、「フィードバック結果リスト」を参照してください。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック

ステップ

「フィードバック」ページで、結果リストの上部にある「提供」タブを選択します。

結果リストには、自分が作成者として提供した依頼されたフィードバックと任意のフィードバック（自分が提供した

フィードバック、提供を依頼されたペンディング中のフィードバックの要求、および提供して承認待ちのフィードバッ

ク）が表示されます。

直属の部下に関するすべてのフィードバックの表示

前提条件

「フィードバック」ページに表示するフィードバック項目は、次によって異なります。

• 「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」設定の構成（「非公開」または「公開」）。
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詳細は、「フィードバック結果リスト」を参照してください。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック

ステップ

ページ上部のブレッドクラムでは、デフォルトで自分が従業員として選択されます。ドロップダウン・ボタンをクリックし

て、従業員をいずれかの直属の部下に設定します。

ブレッドクラムで選択した従業員が別の従業員（自分以外）である場合は、別の従業員について受け取った

フィードバック項目が結果リストに表示されます。結果リストの上部にタブは表示されません。

結果リストのフィードバックのソート

前提条件

「フィードバック」ページに表示できるフィードバック項目は、次によって異なります。

• 「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」設定の構成（「非公開」または「公開」）。

• ページ上部のブレッドクラムで選択された従業員。

詳細は、「フィードバック結果リスト」を参照してください。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック

ステップ

1. 特定の列でフィードバック項目のリストをソートするには、列ヘッダーをクリックするだけで昇順または降順にソート

できます。

「フィードバック」および「ステータス」を除くすべての列を基準にしてソートできます。

2. 順序を逆にするには、同じ列ヘッダーを再度クリックします。

結果

フィードバックは、選択した列を基準にして、すべての結果リスト・ページ全体でソートされます。

タレント・ブラウザからの一般フィードバックの提供

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

ステップ

1. 従業員のパフォーマンス・カードから を選択して、「移動先」メニューを表示します。

2. 目的の受信者に応じて、フィードバックを従業員に送信またはフィードバックをマネージャに送信を選択します。

3. 「フィードバックを提供」ダイアログで、テキスト・ボックスにフィードバックを入力し、必要に応じてテキストを書式設

定します。

テキスト入力領域には、最大6,000文字を入力できます。カウンタには、残りの文字数または制限を超過した文

字数が表示されます。制限に達した後も入力や編集を続行できますが、文字数が制限を超過している場合は

保存できません。

4. オプション。必要に応じて、「承認」セクションで承認者を選択できます。

5. 入力が完了した後は、「送信」をクリックします。

結果



33 · Oracle Taleo Performance Cloud Service   ユーザー・ガイド

「自分のネットワーク」からの一般フィードバックの提供

一般フィードバックは、特定のコンテキストに関連しておらず、フィードバックの要求を受け取らなくても送信できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [自分のネットワーク]

ステップ

1. フィードバック・アクションは、「自分のネットワーク」パネルで、各名前の横にあるプルダウン・メニューから使用可能

です。

2. 目的の受信者に応じて、フィードバックを従業員に送信またはフィードバックをマネージャに送信を選択できます。

3. 「フィードバックを提供」ダイアログで、テキスト・ボックスにフィードバックを入力し、必要に応じてテキストを書式設

定します。

テキスト入力領域には、最大6,000文字を入力できます。カウンタには、残りの文字数または制限を超過した文

字数が表示されます。制限に達した後も入力や編集を続行できますが、文字数が制限を超過している場合は

保存できません。

4. オプション。必要に応じて、「承認」セクションで承認者を選択できます。

5. 入力が完了した後は、「送信」をクリックします。

結果

「フィードバック」ページからの一般フィードバックの提供

「フィードバック」ページから提供されるフィードバックは常に任意で、特定のコンテキストに関連していません。「フィードバッ

ク」ページから提供される任意のフィードバックは、フィードバックに関連するユーザー、およびそのユーザーのマネージャにの

み送信できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]

ステップ

1. 「フィードバック」ページで「フィードバックを提供」をクリックします。

2. 「ユーザー・セレクタ」でフィードバックを提供するユーザーを選択し、「選択」をクリックします。

3. 「フィードバックを提供」ダイアログで、テキスト・ボックスにフィードバックを入力し、必要に応じてテキストを書式設

定します。

テキスト入力領域には、最大6,000文字を入力できます。カウンタには、残りの文字数または制限を超過した文

字数が表示されます。制限に達した後も入力や編集を続行できますが、文字数が制限を超過している場合は

保存できません。

4. オプション。必要に応じて、「承認」セクションで承認者を選択できます。

5. 入力が完了した後は、「送信」をクリックします。

「自分のタスク」からのフィードバック要求への返信

前提条件

ユーザーが返信するには、項目についてフィードバックが要求されている必要があります。
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「パフォーマンス」 > 「従業員センター」 > 「自分のタスク」

ステップ

1. 「自分のタスク」パネルで、セレクタを使用して「フィードバック要求」カテゴリを選択します。

2. 適切なタスクをクリックし、選択してハイライトします。

タスク要約が直下に表示されます。

3. をクリックして、フィードバック返信フォームをオープンします。

4. 返信フォームで「開始」をクリックします。

5. フィードバック要求の各項目に対して、次の手順を実行します。

a) コメント・ボックスにフィードバックを入力します。

b) レーティングを入力します（送信者に要求されている場合）。

c) 承認者を入力します（該当する場合）。

6. 「次」および「前」ボタンを使用して、フィードバック要求の他の項目に移動します。

7. 要求されたすべての項目に対してフィードバックを入力した後は、入力した情報を保存して「終了して送信」をク

リックします。

結果

フィードバックを要求したユーザーにフィードバックが送信され、Eメール通知がそのユーザーに送信されます（通知を送

信するように設定されている場合）。また、フィードバック要求タスクが「自分のタスク」から削除されます。

結果リストからのフィードバック要求への返信

前提条件

ユーザーが返信するには、項目についてフィードバックが要求されている必要があります。

「パフォーマンス」[クイック・リンク]フィードバック

ステップ

1. 「提供」タブをクリックして、そのビューのフィードバック項目を結果リストに挿入します。

2. 「ペンディング」ボタンをクリックします。

結果リストの内容がペンディングのフィードバック要求のみになります。

3. 該当するフィードバック項目を選択します。

4. 項目の「フィードバック」列でドロップダウン・リストをクリックし、「アクション」メニューから「応答」を選択します。

5. 返信フォームで「開始」をクリックします。

6. フィードバック要求の各項目に対して、次の手順を実行します。

a) コメント・ボックスにフィードバックを入力します。

b) レーティングを入力します（送信者に要求されている場合）。

c) 承認者を入力します（該当する場合）。

7. 「次」および「前」ボタンを使用して、フィードバック要求の他の項目に移動します。

8. 要求されたすべての項目に対してフィードバックを入力した後は、入力した情報を保存して「終了して送信」をク

リックします。

結果

フィードバックを要求したユーザーにフィードバックが送信され、Eメール通知がそのユーザーに送信されます（通知を送

信するように設定されている場合）。また、フィードバック要求タスクが「自分のタスク」から削除されます。
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「フィードバック」ページからのフィードバックの削除

前提条件

フィードバックの削除は、フィードバックの削除を許可設定が「はい」に設定されている場合のみ可能です。許可されて

いる場合、削除アクションは使用可能で、そうでない場合は使用不可です。

フィードバックは、「受信」フィードバック・ビューからのみ削除できます。「提供」ビューからは削除できません。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック

ステップ

1. 「フィードバック」ページで「受信」タブ/ビューを選択します。

2. 必要に応じて、使用可能なフィルタを使用してリストを絞り込み、ソートして、削除するフィードバックを検索しま

す。

3. フィードバック項目を見つけた後は、「フィードバック」列のドロップダウン・リストをクリックし、「アクション」メニューか

ら「削除」を選択します。

4. 「はい」をクリックして、アクションを確認します。

結果

結果リストで、受信したフィードバックのリストからフィードバックが削除されます。他のユーザーから受け取った自分また

は直属の部下に関するフィードバックを表示する権限が付与されている場合、フィードバックは受信したフィードバック

のリストからのみ削除されるため、他のユーザーに対して送受信されたフィードバックが「フィードバック」ページから削除

されることはありません。

送信者と受信者の両方の受信ビューからフィードバックを削除するには、両者とも自分の受信ビューからフィードバック

を削除する必要があります。

フィードバックを重要としてフラグ付け

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]

ステップ

1. 「フィードバック」ページで、結果リストの上部にある「受信」タブを選択します。

結果リストには、自分について受信したフィードバック（依頼または任意）、自分に関する（自分または他の誰か

が要求した）ペンディング中のフィードバックの要求、および自分に関する（自分または他の誰かが要求した）承認

待ちのフィードバックの要求が表示されます。

2. 重要としてフラグ付けするフィードバック項目を検索し、「フィードバック」のドロップダウン・ボタンをクリックして、「アク

ション」メニューから「高重要度としてマーク」を選択します。

結果

選択したフィードバック項目の「重要」列に赤いフラグが表示されます。

フィードバック・ジャーナルからの一般または特定のフィードバックの要求

前提条件

• 「フィードバック」ページから要求するフィードバックは、情報の特定のコンテキスト（カテゴリ）（一般、キャリア・シナリ

オ、コンピテンシ目標、育成アクティビティ、従業員目標またはレビュー）について要求できます。
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• 組織内の他の従業員からのフィードバックを要求することによって、目標、コンピテンシまたはカスタム項目に関し

て従業員の熟達度をより適切に評価でき、開始する育成アクティビティを決定するのに役立ちます。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック

ステップ

1. 「フィードバック」ページで「フィードバックの要求」をクリックします。

「フィードバックの要求」ダイアログの上部に、フィードバックを要求するユーザーの名前が表示されます。名前の右

側に「変更」リンクが表示されます。

2. 別のユーザーに関するフィードバックを要求する場合は、「変更」をクリックし、「ユーザー・セレクタ」ダイアログをオー

プンしてユーザーを選択します。

3. 「フィードバックの要求」ダイアログで、フィードバックを提供するユーザーを選択します。

4. コンテキスト・セレクタを使用して、要求するフィードバックが、特定のコンテキスト（一般、キャリア・シナリオ、コンピ

テンシ目標、育成アクティビティ、従業員目標またはレビュー）に対して一般フィードバックか特定フィードバックかを

指定します。

また、項目が使用可能な場合は、コンテキスト内で特定のオプションを指定できます。たとえば、キャリア・シナリオ

の場合、フィードバックを特定のキャリア・オプションに限定できます。

5. フィードバックの期日および優先度レベルを指定します。

6. コメント・ボックスで、デフォルト・メッセージを編集し、必要に応じてテキストを書式設定します。

7. 入力が完了した後は、「送信」をクリックします。

結果

受信者は「自分のタスク」パネルでフィードバック要求を受け取ります。また、Eメール通知が送信されます（そのような

通知が構成されている場合）。

フィードバック・レポート

従業員とマネージャは、ペンディングのフィードバック要求を含めたフィードバック結果リストをPDF形式のフィードバック・レ

ポートに印刷できます。従業員は各自のフィードバック・レポートを生成でき、マネージャは各自および部下のレポートを

生成できます。

フィードバック・レポートの印刷

「フィードバック」ページの上部にあるツールバーで「印刷」ボタンをクリックすると、選択したビューに現在表示されている

フィードバック項目がPDF形式のレポートに印刷されます。フィードバック・レポートでは、「フィードバック」ページおよび結

果リストのコンテキストで使用可能な情報が、レポートを実行するたびに取得されます。表示されるフィードバックは、結

果リストの生成に適用されたフィルタに依存します。

1. 構成設定「フィードバックへの公開アクセスを使用可能」。
2. ページ上部のブレッドクラムで選択した従業員。
3. 選択したビュー（「受信」または「提供」）。
4. 選択したプライマリ・フィルタ（「日付範囲」、「プロバイダ」および「コンテキスト」）。
5. ジャーナル・リストの上部で選択したセカンダリ・フィルタ（「完了済」、「ペンディング」および「合計」）。

生成されたPDF版のフィードバック・レポートは、選択したブラウザの機能を使用してオンラインで表示、印刷またはローカ

ル・マシンに保存できます。保存されたコピーは、レビューや目標プランなどのTaleoパフォーマンスのその他のセクションに

添付できます。

フィードバック・レポートの出力

印刷されるフィードバック・レポートの最初のページには、フィードバックを印刷している個人の名前、写真および連絡先

詳細が記載されます。右上の印刷日の書式は固定で、常に印刷サーバーのタイムゾーンが表示され、ユーザーのタイム
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ゾーンと一致しない可能性があります。レポートを印刷すると、フィードバック・レポートの本文には、「フィードバック」ペー

ジの設定に対してコンテキスト依存のフィードバック項目に関する情報が提供されます。ペンディングのフィードバックを

含めて印刷している場合は、フィードバック要求を送信した各個人に対して個別のエントリが表示されます。たとえば、

フィードバック要求が10人に単一の主題で同時に送信され、その中で8人がペンディングしている場合、レポートには8人

それぞれに個別のエントリが作成されます。

図: フィードバック・レポートのいくつかの用語とコンテンツ表現の機能を示しています。

ジャーナル・ビュー・コンテキストによって決まるフィードバック・レポートのコンテンツ

次の表に、結果リストで選択したビューに従って、フィードバック・レポートに表示するフィールドがコンテキスト依存でどの

ように決まるかを示します。

表示設定（結

果リストの上

部にあるタブ）

フィードバック・

レポート・タイト

ル（フィードバッ

ク・レポート内）

「フィードバック」セクションのフィー

ルド（フィードバック・レポート内）

「ペンディング」セクションのフィー

ルド（フィードバック・レポート内）

受信 受信したフィード

バックの内容

「コンテキスト」、「プロバイダ」、「レーティン

グ」、「フィードバック」。「日付」、「ステータ

ス」、「重要度」フラグ。

「コンテキスト」、「レーティング」、「プロバイ

ダ」、「フィードバック」。

提供 フィードバック提供

者

「従業員」、「コンテキスト」、「要求者」、

「レーティング」、「フィードバック」、「日付」お

よび「ステータス」。

「コンテキスト」、「レーティング」、「プロバイ

ダ」、「フィードバック」。
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フィードバック・レポートを印刷するには

前提条件

• 「フィードバック」ページの結果リストにリストされたフィードバック項目を印刷します。

• フィードバック項目が結果リストに表示されるように、適切な選択およびフィルタリング値を「フィードバック」ページに

適用する必要があります。そうしないと、フィードバック・レポートにエントリが挿入されません。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック

ステップ

1. 「フィードバック」ページのツールバーで をクリックします。

フィードバック・レポートはコンテキスト依存で、レポートの印刷時に結果リストに表示されているフィードバック・エン

トリのみ含まれます。

ジャーナル・ビューのエントリのPDF形式レポートが生成され、画面にレポートが表示されます。

2. ブラウザの「保存」および「印刷」機能を使用して、それぞれレポートのコピーをローカル・マシンにダウンロードした

り、レポートのコピーを印刷します。

結果

PDFが生成され、保存または印刷できます。

フィードバック・レポートの印刷シナリオ

次の表に、共通フィードバック・レポートのシナリオに対する表示選択とフィルタ選択の例を示します。

シナリオ 表示セレクタ フィルタ設定

自分について受信したすべてのフィードバッ

クを印刷します。

受信 ブレッドクラムで従業員として自分を選

択。

自分が提供したすべてのフィードバックを

印刷します。

提供 ブレッドクラムで従業員として自分を選

択。

従業員の1人について受信したすべての

フィードバックを印刷します。

受信 ブレッドクラムで従業員として自分とは別

の従業員を選択。セカンダリ・フィルタ・ボタ

ン「合計」を使用します。

ペンディング中として送信したフィードバック

要求をすべて印刷します。

提供 ブレッドクラムで従業員として自分を選

択。セカンダリ・フィルタ・ボタン「ペンディン

グ」を使用します。

フィードバック承認

フィードバックは、受信者に送信する前にレビューおよび承認できます。

フィードバック承認は次のように構成されます。

• フィードバック要求に応答する場合または任意のフィードバックを提供する場合は、承認を要求できます。

• フィードバックの提供者には、フィードバック承認者として誰かを選択するオプションがあります。
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• フィードバックを要求すると、承認者に対して承認タスクが作成され、その後フィードバックを否認すると、プロバイダに

対して再提出タスクが作成されます。

• フィードバックの承認および否認タスクの通知は、Taleo受信トレイに表示できます。

• 承認者の選択はオプションで、承認者を選択しないとフィードバックは受信者に直接送信されます。

フィードバックの承認を得るには

前提条件

「フィードバックの承認を使用可能にする」構成設定がアクティブ化されている必要があります。

ステップ

1. 「自分のネットワーク」、「移動先」メニュー、サポート・ツールまたは「フィードバック・ジャーナル」から従業員に関す

る任意のフィードバックを送信することを選択するか、または「自分のタスク」からフィードバック要求を選択します。

2. フィードバックを入力した後に、「承認者」フィールドで をクリックし、フィードバックの受信者を選択します。

パフォーマンス・レビューなど、モジュールに対するフィードバックを提供する場合は、最初に、左側のメニューか

ら「承認」を選択する必要があります。

3. 「送信」をクリックすると、「フィードバックの承認」要求が承認者に送信されます。

4. 承認者は、タスク・リストから「フィードバックの承認」要求を選択して、フィードバックを表示します。

5. フィードバックが受入可能な場合、承認者は「フィードバックの承認」をクリックして、フィードバックを受信者に送信

します。

6. フィードバックが受入不可の場合、承認者はコメントを追加し、「フィードバックの否認」をクリックして、否認された

フィードバックのレビュー・タスクを送信者用に作成します。

フィードバックは受信者に送信されません。

目標プランなど、モジュールに対するフィードバックを承認する場合は、最初に、左側のメニューから「承認」を選

択する必要があります。

7. タスクを選択してフィードバックにアクセスし、否認理由を表示して否認された理由を確認してから必要な変更を

行い、ステップ3に戻りプロセスを続行します。

フィードバックを別の承認者に再提出することもできます。

360°フィードバック・アセスメント

Taleoでは、サード・パーティ・ベンダーとの提携によって360°フィードバック・アセスメント機能を提供しています。現在使

用可能な統合はDDI社のLeadership Mirrorです。

360°フィードバック・アセスメントは、サービス・アクティブ化要求プロセスを介してクライアントに提供されるサービスです。

このサービスは、認証の作成や特定のビジネス・パートナとのインタフェースに役立つ開発ツールキットである、Taleoパス

ポート・コンポーネントを介して使用可能です。

適切なパートナ認証、構成および可用性によって、ユーザーはTaleoパフォーマンスで現在および過去のアセスメントに

関連する情報を表示できます。アセスメント情報へのアクセスは「アセスメント」ページを介して提供されます。このページ

は、この360°統合およびTaleoパフォーマンスで実行される将来のアセスメント統合に関連する情報を格納するように設

計されています。ユーザーは次の方法でアセスメントにアクセスできます。
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リンク名 リンクが表示される状況 使用目的

クイック・リンク 自分のアセスメント • 外部パートナ認証が使用

可能、および

• ユーザーに従業員プロファ

イルへのアクセス権がある

（少なくともオーナーシップ・

レベル）

従業員は、このリンクで各自の

所有アセスメントを閲覧できま

す。

マネージャ・センター アセスメント • 外部パートナ認証が使用

可能、および

• ユーザーに従業員プロファ

イルへのアクセス権がある

（少なくとも直属のマネー

ジャ・レベル）

権限を付与されたユーザーは、

このリンクで各自の部下のアセ

スメントを閲覧できます。

パフォーマンス・カード - コンテキ

スト依存メニュー（メニューに移

動）

アセスメント • 外部パートナ認証が使用

可能

「モジュール」プルダウン・リスト アセスメント • 外部パートナ認証が使用

可能

「アセスメント」ページには、アクティブなすべての外部パートナが表示され、コンテキストのユーザーが対象となる要求の

要約が提供されます。

• アセスメントはタイプごとにグループ化され、各タイプには独自のセクションがあります。

• 各タイプには、様々なパートナから提供された複数のアセスメントが表示される場合があります。

• 各アセスメントに対して、次の情報が提供されます。

• 要求日。

• パートナのシステムにおける要求のステータス。

• パートナによって提供された要約メッセージ（認証時に決定）。

• 詳細情報（システム・ステータス、有効期限、最終処理日、照会先番号など）。

• 様々な情報、およびサーベイのステータスに基づいて異なるアクションを実行するリンク。次に、認証の一部として

決定される項目の例を示します。

リンク サーベイ・ステータス 摘要

サーベイの開始 「オープン」または「進行中」 ユーザーはパートナ・サイトで

サーベイを表示して、サーベイ

を起動するレート付け担当者

を識別し、サーベイを自己評

価できます。

サーベイ進捗の表示 「進行中」 ユーザーはサーベイの進捗を表

示できます。
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リンク サーベイ・ステータス 摘要

サーベイ・レポートの表示 「進行中」または「完了済」 ユーザーは最終サーベイにアク

セスできます。

360°フィードバック・アセスメントを表示するには

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク] > 「自分のアセスメント」

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター] > 「アセスメント」

ステップ

1. マネージャの場合は、アセスメントを表示する従業員を選択します。そうでない場合は、ステップ2に進みます。

2. 表示するアセスメントの横にある「詳細」をクリックすると、「詳細」ページに要求日、プロバイダ・ステータスおよび

要約が表示されます。

「その他」リンク（使用可能な場合）をクリックすると、アセスメントに関する追加情報（社内/社外照会先番号な

ど）が表示されます。

3. アセスメント・サーベイが進行中の場合は、サーベイ詳細にアクセスをクリックすると、新規ウィンドウが起動し、ア

セスメント・プロバイダに移動してサーベイを表示できます。

4. アセスメント・サーベイが完了している場合は、サーベイ・レポートにアクセスをクリックすると、新規ウィンドウが起動

し、完了したアセスメント・サーベイを表示できます。

注意: アセスメント・プロバイダによってワークフローおよび機能が異なります。アセスメント・プロバイダには、実装に

関する特定の情報が保持されます。

タレント・プロファイル

タレント・プロファイルは、Taleoパフォーマンス内で従業員のレコードを要約して表示します。従業員のユーザー・アカウ

ントから取得した従業員に関する一般情報が、メトリック、レビュー履歴、報酬、コンピテンシ、従業員、学歴、職務経

歴、資格およびジョブ・プリファレンス情報とともに表示されます。通常、タレント・プロファイルのセクションは高度に構成可

能です。システム管理者がカスタム・セクションを構成して、タレント・プロファイルに追加することもできます。

ユーザー・タイプ、表示グループおよびタレント・プロファイルへのアクセス

タレント・プロファイルは、従業員とそのマネージャが表示することを意図しています。構成に従って、タレント・プロファイル

のセクションで使用可能なフィールドのすべてまたは一部が表示されます。実装に応じて、従業員は各自のプロファイル

に示されたいくつかの情報を編集できます。

ユーザー・タイプ

タレント・プロファイルのセクションへのユーザーのアクセスは、ユーザー・タイプ権限のセキュリティに従います。次のタレント・

プロファイル関連のユーザー・タイプ機能ドメインがあります。

• 従業員メトリック: 従業員メトリックとユーザー定義の従業員メトリックへのアクセスおよび「一般」セクションへのアクセ

ス。

• 従業員プロファイル: タレント・プロファイルの標準およびカスタム・セクションへのアクセス。

• パフォーマンス・レビュー: 「レビュー履歴」および「一般」セクションへのアクセス。

• 報酬: 「報酬」および「一般」セクションへのアクセス。

表示グループおよび可用性グループ
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表示グループは組織の従業員の単純なサブセットです。たとえば、アメリカの上級エグゼクティブのグループを定義できま

す。表示グループは、「場所」と「次と等しい」と「USA」（場所がUSAと等しい）、および「ジョブ・レベル」と「次と等しい」と

「上級エグゼクティブ」（ジョブ・レベルが上級エグゼクティブと等しい）を使用して定義することになります。

「タレント・プロファイル・レイアウト」ページで構成される表示グループおよび可用性グループ機能では、タレント・プロファ

イル・セクション・レベルでセキュリティの第2層を提供します。表示グループは、優先されるユーザー・タイプ権限のセキュリ

ティに加えて機能します。管理者は、表示グループ構成を使用してタレント・プロファイル・セクションへのアクセスをさらに

制限できます。サブセクションは、セクション・セキュリティを継承します。「一般」および「コンピテンシ」は例外ですが、表示

グループはタレント・プロファイル・セクションのすべての構成に適用されます。

• 「一般」セクションは常に使用可能なため、セクション・レベルの可用性構成はありません。セクションの表示制御も

フィールド・レベルの表示構成もありません。

• 「コンピテンシ」セクションには、セクション・レベルの可用性構成はありますが、セクション表示制御はありません。「コン

ピテンシ」には、ロール・ベースのフィールド・レベル表示構成があります。

ユーザー・タイプおよび表示グループの構成に関する詳細は、Oracle Taleoパフォーマンス管理ガイドを参照してくださ

い。

タレント・プロファイルの表示と編集

次に、タレント・プロファイルを表示および編集するための一般的なビジネス・プロセスの概要を示します。

1. 必要条件 - タレント・プロファイルのセクションはHR管理者によって構成されます。組織を実装するための構成によっ

て、表示されるセクションとフィールドや、編集を実行できるマネージャまたは従業員が決まります。

2. 「自分のプロファイル」リンクを使用して、従業員センターの「クイック・リンク」セクションからタレント・プロファイルをオープ

ンできます。

3. 従業員のタレント・プロファイルは、その従業員およびマネージャが表示および印刷できます。

4. 従業員が表示した場合、従業員はタレント・プロファイルに表示された情報の多くを編集できますが、「一般」、「報

酬」および「レビュー履歴」セクションに表示される情報は編集対象から除外されます。

5. 従業員の直属または高レベルのマネージャが表示した場合は、タレント・プロファイルのメトリック情報も使用可能で、

必要に応じて編集できます。

図: 「タレント・プロファイル」ページ - 「一般」および「メトリック」セクション

タレント・プロファイルのセクション

タレント・プロファイルには、デフォルトの名前と順序でここにリストされた、次のセクションを表示できます。タレント・プロファ

イルに表示するようにセクションを構成した場合は、セクションに対応するリンクが左側のメニューに表示されます。
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セクション名 有効なアクション

一般 表示、写真の変更、印刷。

メトリック 表示、展開/折りたたみ、履歴の表示、編集、保存/取消、印

刷。

レビュー履歴 表示、印刷。

報酬 表示、印刷。

コンピテンシ 表示、展開/折りたたみ、編集、追加/削除、保存/取消、印

刷。

従業員情報 表示、展開/折りたたみ、編集、保存/取消、印刷。

学歴 表示、展開/折りたたみ、編集、追加/削除、保存/取消、印

刷。

職務経歴 表示、展開/折りたたみ、編集、追加/削除/順番に移動、保

存/取消、印刷。

資格 表示、展開/折りたたみ、編集、追加/削除/順番に移動、保

存/取消、印刷。

ジョブ・プリファレンス 表示、展開/折りたたみ、編集、追加/削除/順番に移動、保

存/取消、印刷。

添付 表示（リスト）、展開/折りたたみ、追加/削除、印刷（リスト）。

カスタム ビジネス・ニーズを満たすために、標準およびユーザー定義の

フィールド付きで移入されるカスタム・セクションを作成します。

タレント・プロファイルの印刷

「一般」セクションのすぐ上の「アクション」ツールバーに配置された「印刷」ボタンを使用して、「タレント・プロファイル」に

表示されているコンテンツを印刷します。タレント・プロファイルを印刷する際は、印刷に含めるセクションを選択できます

（「一般」セクションは常に印刷対象であるため例外です）。印刷に使用できるセクションは、ユーザーの権限に依存しま

す。印刷出力は、タレント・プロファイルに表示できる情報および印刷の開始時に印刷ダイアログで選択した情報に依

存します。選択したセクションは、タレント・プロファイルの表示と同じ順序で印刷されます。

「一般」セクション

タレント・プロファイルの「一般」セクションには、タレント・プロファイルのビジュアル・ヘッダーが用意されています。これは部

分的に構成可能なセクションで、「一般」セクションの6つのフィールドをカスタマイズできます。「一般」セクションは、水平

な細い灰色の線で2つのサブセクションに分割される点が独特です。

線より上の領域には、構成不可のエレメントが格納されます（つまり、現在のジョブ）。通常、ユーザーはこの領域を編集

できませんが、例外的に従業員の写真はアップロードできます。

線より下の領域には、構成可能なエレメントが格納されます（たとえば、場所、連絡先、組織情報）。線より下の領域

は、常に2つの列への50対50の分割で、これは構成可能な属性ではありません。灰色の線の下には最大6フィールドま

で表示される可能性があります。ユーザーが編集できる項目はありません。

「一般」セクションは、すべてのユーザーに表示され、使用可能です。このセクションの可用性と表示構成は提供されてい

ません。
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プロファイルを印刷する場合、タレント・プロファイルの「一般」セクションは常に対象となります。

「一般」セクションの従業員イメージ

機能パック12Cから、「一般」セクションには大きいイメージ・サイズが表示されます。256x256ピクセルで、パフォーマン

ス・カードに表示されるイメージより大きいサイズです。以前の機能パックから移行しているユーザーには、大きいイメージ

は自動的には表示されません。以前の実装からの従業員写真はサイズが小さいため、デフォルトでは大きいイメージが

シルエットで表示されます。従業員の写真を「一般」セクションに表示するには、写真を再インポートする必要がありま

す。

「一般」セクションに表示する大きい従業員イメージを取得するには、いくつかの方法があります。

• ユーザーの「一般」セクション内で写真を手動で更新します。

• ユーザーのSmartOrgユーザー・アカウントを介して写真を更新します。

• Taleo接続クライアント（TCC）を使用して、従業員の写真をバッチ・ロードします。

「メトリック」セクション

「メトリック」セクションでは、従業員のメトリック情報が提供されます。表示されるコンテンツには、従業員レビューと目標

レーティング、およびサポートしている従業員メトリックがあります。メトリック表示は、従業員のマネージャ向けです。セク

ションの一部のフィールドは編集可能です。

タレント・プロファイルでのカスタマイズ可能な従業員メトリックの使用

タレント・プロファイルの選択リストでは、アクティブな従業員メトリック値のみが使用可能になります。ただし、従業員レ

コードで以前に使用したメトリック値は、構成で特定の値が非アクティブ化されたとしても自動的には変更されません。

ユーザーは、「メトリック」セクションの上部にある「他のアクション」ボタンをクリックすることで、タレント・プロファイルにメトリッ

ク履歴を表示できます。アクションのリストには、次のオプションがあります。

• ポジションに推薦する
• 履歴の表示
• レポートの作成

「履歴の表示」オプションを選択すると、「メトリック履歴」ダイアログに次の従業員メトリックのオプションが表示されます。

• レビュー・レーティング
• ポテンシャル
• 離職リスク
• 昇進への準備状況
• 再割当候補者
• コンピテンシ・レーティング
• 目標レーティング
• 離職の影響

「ポテンシャル」、「離職リスク」および「昇進への準備状況」はカスタマイズ可能です。

メトリック履歴の追跡

「タレント・プロファイル」ページの上部は、「印刷」ボタンおよび「他のアクション」メニューを備えたツールバーです。「印刷」

ダイアログに用意されているオプションは、メトリック履歴の表示を選択し、タレント・プロファイルの印刷出力に挿入するた

めのオプションです。（ナビゲーション: 「パフォーマンス」 > 「従業員センター」 > 「自分のプロファイル」 > 「ヘッダー」セクショ

ン > 「印刷」ボタン。）

「他のアクション」メニューには、「履歴の表示」オプションが含まれています。このオプションを選択すると、「メトリック履歴」

ダイアログがオープンし、選択された従業員メトリックの履歴を表示するようにシステムを設定できます。
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図: 様々な従業員メトリックに対する「履歴の表示」オプションを備えた、「タレント・プロファイル」ページの「他のアクショ

ン」メニュー。

「レビュー履歴」セクション

タレント・プロファイルに表示される従業員レビュー履歴データには、日付、マネージャ、総合レビュー・レーティング、目

標レーティングおよびコンピテンシ・レーティングを含めることができます。このセクションは編集可能ではありません。詳細

は、最近完了した5件のレビューからの情報です。値は履歴レビュー表から取得されるため、アクティブなレビューは含

まれません。レーティングの値は対応するメトリック・レーティング・モデルに基づき、「メトリック・レーティング表示」設定に

従って表示されます。たとえば、レーティング表示値「テキストおよび数値形式」に結合する名前（低、平均、良）と数値

（1、3、5）を使用するメトリック・レーティング・モデルには、平均 - 3などのレーティングが表示されます。

「レビュー履歴」セクションの最新のレビュー・レーティング・エントリは、「一般」セクションの前回のフォーカル・レ

ビュー・レーティングと一致します（表示される場合）。「一般」セクションに表示されるその他のレーティングは、

「レビュー履歴」セクションのレーティングとは調整されません。

「レビュー履歴」セクション構成でレビュー履歴に関連するフィールドはすべて、デフォルトで表示されるように設定が選択

されます。管理者には、それらの一部またはすべてが非表示になるように選択を解除するオプションがあります。

「報酬」セクション

「報酬」セクションには、従業員の報酬履歴データが表示されます。表示されるコンテンツには、現在の給与、賞与およ

び株式付与が含まれます。ユーザーは、このセクションを編集できません。

「コンピテンシ」セクション

「コンピテンシ」セクションは編集可能です。ユーザーは、各自のコンピテンシをこのセクションで直接表示、追加、削除お

よびレーティングできます。セクションには、行動、ジョブ特定および言語など、様々な領域に対するコンピテンシ・データが

表示されます。このセクションでコンピテンシを表示および編集する機能は、セクション構成と各自固有のユーザー・タイ

プ権限に依存します。ユーザー・タイプは、表示されるタレント・プロファイルに関連しています。タレント・プロファイルの表

示対象ユーザーとユーザーとの関係に従って、従業員コンピテンシ設定に対する異なるユーザー・タイプ・アクセスが同じ

ユーザーに付与されます。これらのコンピテンシ固有のユーザー・タイプは、SmartOrgに定義されている標準ユーザー・タ

イプに直接関連するものではない点に注意することが重要です。

たとえば、Michael Deckerが自分のタレント・プロファイルを表示する場合は、従業員としてアクセスし、これによって従

業員ユーザー・タイプのコンピテンシ設定が適用されます。彼が、直属の部下の1人であるRenee Washingtonのタレン
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ト・プロファイルを表示する場合は、マネージャとしてアクセスし、これによってマネージャ・ユーザー・タイプのコンピテンシ設

定が適用されます。Chris BakerはRenee Washingtonの直属の部下で、Michael DeckerがChris Bakerのタレン

ト・プロファイルを表示する場合は、高レベルのマネージャとしてアクセスすることで、その対応するコンピテンシ設定が適用

されます。

タレント・プロファイルに新しいコンピテンシを追加する場合は、「コンピテンシ・セレクタ」ダイアログで、キーワードを使用し

てコンピテンシを検索できます。構成によっては、コンピテンシのリストの検索に便利なフィルタも使用できます。セクション

のコンピテンシがタイプでグループ化するように構成されている場合、使用可能なフィルタ・オプションは「グループ」と「カテ

ゴリ」です。コンピテンシがグループ別に構成される場合、使用可能なフィルタ・オプションは「タイプ」と「カテゴリ」です。

「従業員情報」セクション

「従業員情報」セクションでは、従業員の現在のポジションなど、一般的な従業員情報が提供されます。このセクション

は編集可能です。

「学歴」セクション

「学歴」セクションでは、教育機関、プログラム、教育レベル、入学日、卒業日など、従業員の学歴情報が提供されま

す。従業員は、このセクションを高度に編集できます。レコードを追加、削除および編集できます。LinkedIn統合が使

用可能な場合、従業員はLinkedInプロファイル情報をこのセクションにインポートできます。

「職務経歴」セクション

「職務経歴」セクションでは、従業員、ジョブ・タイトル、開始日および終了日、監督者情報、タスクと達成など、従業員

のジョブ履歴情報が提供されます。従業員は、このセクションを高度に編集できます。レコードを追加、削除および編集

できます。LinkedIn統合が使用可能な場合、従業員はLinkedInプロファイル情報をこのセクションにインポートできま

す。

「資格」セクション

「資格」セクションでは、資格、資格番号、有効期限、組織、場所など、従業員の資格情報が提供されます。従業員

は、このセクションを高度に編集できます。レコードを追加、削除および編集できます。LinkedIn統合が使用可能な場

合、従業員はLinkedInプロファイル情報をこのセクションにインポートできます。

「ジョブ・プリファレンス」セクション

「ジョブ・プリファレンス」セクションでは、ジョブ、就業場所、組織などに関する従業員のジョブ・プリファレンス情報が提供さ

れます。従業員は、このセクションを高度に編集できます。レコードを追加、削除および編集できます。

「添付」セクション

「添付」セクションでは、サポート文書を添付する場所が提供されます。添付を追加および削除できます。「添付者」と

「日付」が表示に追加されます。

タレント・プロファイルを編集するには

前提条件

「パフォーマンス」 > 「従業員センター」 > [クイック・リンク]自分のプロファイル（自分のタレント・プロファイルの場合）

「パフォーマンス」 > 「従業員センター」 > [クイック・リンク]タレント・プロファイル > [ブレッドクラム]従業員（別の従業員

のプロファイルを変更するマネージャである場合）

「パフォーマンス」 > 「従業員センター」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ > 「従業員の選択」（自分がマネージャの

場合） > タレント・プロファイルの選択
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ステップ

1. タレント・プロファイルで、左側のメニューまたは右側のスクロール・バーを使用して変更するセクションに移動

し、「編集」をクリックします。

ユーザー権限によっては一部のセクションは編集できない可能性があります。「一般」、「レビュー履歴」および「報

酬」セクションは、「一般」セクションの従業員の写真を除き、通常は編集できません。

2. 「編集」をクリックしてセクションの詳細を更新します。

• 「一般」セクションで、従業員の写真にマウスのポインタを重ねて「写真の変更」ポップアップ・リンクをクリック

し、従業員の別の写真をアップロードします。

• 「メトリック」セクションで、「編集」をクリックし、標準およびカスタムのメトリック値を変更します。

• 「コンピテンシ」セクションで、「コンピテンシ・セレクタ」を使用してコンピテンシをキーワードで即時に検索する

か、キーワードを入力する前にタイプ、グループおよびカテゴリをフィルタ処理して検索を絞り込むことができま

す。フィルタでは結果が自動的にリフレッシュされますが、キーワードで検索するには「進む」を選択する必要が

あります。「育成アクティビティ」列から、 をクリックしてアクティビティを作成し、割り当てることができます。

• 「従業員情報」セクションでは、値がカスタム・ユーザー定義値であり、チェック・ボックス、ドロップダウン・リスト、

データ・フィールドなどの様々な異なるタイプを使用できます。

• 「学歴」、「職務経歴」および「資格」セクションで、エントリを追加、編集および削除できます。順序変更も可

能です。LinkedIn統合が使用可能な場合は、タレント・プロファイルのこれらのセクションにLinkedInプロファ

イル情報をインポートできます。

• 「ジョブ・プリファレンス」セクションで、移動の意向、希望する職務分野、希望する就業場所などの詳細を変

更できます。この操作には、ドロップダウン・リスト、自由形式テキスト・フィールドおよびセレクタの組合せを使

用します。

このセクションで「組織」、「場所」および「ジョブ・フィールド」を選択および保存する際に、特定の

リーフ値も選択した場合、階層内の親値はリストには表示されません。親値のみを選択して保存し

た場合は、その値がリストに表示されます。たとえば、カナダ、カナダのブリティッシュ・コロンビア州、米

国の3つの場所が選択された場合は、カナダのブリティッシュ・コロンビア州と米国の2つのみが表示さ

れます。親値であるカナダは、カナダのリーフが選択されたことでリストから除外されます。

• 「添付」セクションについては、「ファイルを添付するには」を参照してください。

3. 各セクションでの編集が完了したときは、セクション・レベルで「保存」をクリックします。

4. 必要に応じて手順2と3を繰り返し、その他のセクションを編集します。

結果

「タレント・マスター・プロファイル」で説明したように、タレント・プロファイル情報に対する変更はすべて従業員に表示さ

れ、Taleoのその他統合アプリケーションに反映されます。

タレント・プロファイルを印刷するには

前提条件

「Taleoパフォーマンス」 > 「クイック・リンク」「自分のプロファイル」

ステップ

1. 「一般」セクションの上にあるツールバーで、「印刷」ボタン をクリックします。
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2. 「印刷オプション」ダイアログで、印刷に含める各セクションのチェック・ボックスを選択します。「一般」セクションは常

に含まれます。また、印刷出力にメトリック履歴を含めることもできます。

選択したセクションのチェック・ボックスがダイアログに表示され、構成が「タレント・プロファイル」に表示されます。印

刷ダイアログとユーザー・インタフェースでセクションの順序が異なる場合がありますが、印刷されると、セクションは

「Taleoパフォーマンス」の表示内容と一致します。1つのセクションの一部のみを印刷することはできません。

3. 「印刷」をクリックします。

結果

PDFが生成され、印刷または保存できます。これには、選択したセクション、会社ロゴ、従業員の写真、生成日およ

びページ番号が含まれます。

LinkedIn統合

タレント・プロファイルはLinkedInと統合できるため、従業員のLinkedInプロファイル情報をインポートし、その従業員のタ

レント・プロファイルの「職務経歴」、「学歴」および「資格」の各セクションで使用できます。

ユーザーのタレント・プロファイルへのLinkedInデータのインポート

「LinkedInからインポート」オプションを使用できるのは、タレント・プロファイルの所有者のみで、かつ「LinkedIn統合を使

用可能」および「タレント・プロファイル」設定構成が設定されている場合のみです。このオプションは、タレント・プロファイ

ルの3つのセクション（「職務経歴」、「学歴」および「資格」）に使用可能なボタンとして表示されます。これは、[日付スタ

ンプ]に最終インポートというテキストとともに表示されます。

インポート可能なLinkedIn情報

LinkedInから、タレント・プロファイルの「職務経歴」、「学歴」および「資格」の各セクションに適合する情報を選択的にイ

ンポートできます。LinkedInからインポートできる情報は、次のとおりです。

• 職務経歴: その他の機能ポジション、その他の雇用主ポジション、ポジション開始日、ポジション終了日、現在のジョ

ブ・ポジション、達成ポジション。
• 学歴: その他の機関学歴、その他のプログラム学歴、学歴開始日、学歴終了日。
• 資格: その他の資格、番号/ID資格、資格発行日、資格有効期限。

図: LinkedInからタレント・プロファイルの「職務経歴」セクションへの職務経歴のインポート
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LinkedIn情報をインポートするには

前提条件

• LinkedIn統合は、サポートが使用可能にする必要があります。

• 顧客は、「タレント・プロファイル・プロパティ」構成にLinkedIn APIキーを入力する必要があります。

• 従業員は、LinkedInにLinkedInプロファイル情報を入力する必要があります。

「Taleoパフォーマンス」 > [従業員センター] > [クイック・リンク]自分のプロファイル

ステップ

1. LinkedIn統合が使用可能な状態で構成されている場合は、「職務経歴」、「学歴」および「資格」の各セクショ

ンのヘッダー・レベルに「LinkedInからインポート」ボタンが表示されます。

2. 希望するいずれかのセクション（たとえば、「職務経歴」）のコンテキスト内から、「LinkedInからインポート」ボタンを

クリックします。

3. 免責事項によるプロンプトが表示されます。「はい」をクリックして免責事項に同意し、先に進みます。

この免責事項は、LinkedInでのログイン・セッションはOracle Taleo Performanceからログアウトした後でもク

ローズする必要があることを示すリマインダです。そうしないと、LinkedInアカウントが一定期間オープンしたままに

なり、マシンにログオンする次のユーザーに対して無防備になります1つのログイン・セッション対して免責事項およ

びLinkedIn認証ダイアログが表示されるのは1回のみです。

4. LinkedIn認証についてプロンプトが表示された場合は、LinkedInログイン情報を入力して「OK」をクリックしま

す。

5. 「追加」ダイアログには、作業元のセクション（たとえば、「職務経歴」）に関するすべてのLinkedInプロファイル情

報/レコードが表示されます。

たとえば、タレント・プロファイルの「職務経歴」セクションで作業している場合のダイアログ名は「LinkedInから職

務経歴を追加」で、LinkedInアカウントに以前入力した雇用主（職務経歴）のリストが表示されます。

6. 雇用情報をレビューするには、各レコード名をクリックして詳細情報を表示します。

7. インポート用のレコードを選択するには、各レコードの左にあるチェック・ボックスをクリックします。

レコードを選択すると、「追加」ボタンがアクティブ化されます。

8. 「追加」をクリックして、選択した情報をLinkedInからタレント・プロファイルにインポートします。

LinkedIn情報が、作業中のタレント・プロファイル・セクション（たとえば、「職務経歴」セクション）に転送されます。

9. 終了後は、作業内容を保存します。

LinkedInセッションからログアウトすることを忘れないでください。LinkedInに対するログイン認証

は、LinkedInセッションをログアウトするまで継続します。

タレント・プロファイルのフィールド

次の表に、Taleoパフォーマンスのタレント・プロファイルに表示可能な標準メトリックおよび従業員メトリック・タイプのフィー

ルドを、フィールド名のアルファベット順に示します。表には、フィールドの名前および摘要が記載されています。フィールド

の多くは、複数のセクションのタレント・プロファイルを構成するのに使用できます。タレント・プロファイルのセクションおよび

フィールドの表示は、高度に構成可能です。実際に表示されるフィールドは組織の実装に従います。
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名前 摘要

達成 追加のタスクおよび達成を示す自由形式テキスト・ボックス。Taleoパフォーマンスのタス

クおよび達成。

卒業予定日 卒業予定日が将来であることを示すフラグ。

後任者 ポジションの後任プランの後任者数に基づく列挙型の値を表すメトリック。可能な値

は、「なし」（後任プランがない）、「低」（ポジションに対する既存の後任プランに後任者

が定義されていない）、「平均」（後任者が1人いる）および「良」（後任者が2人以上い

る）です。この値は、タレント・プロファイルでは編集できません。

賞与 賞与の金額またはパーセント（あるいはその両方）。

賞与プラン 賞与プランの名前。

監督者への連絡を許可する 詳細情報を取得するために監督者に連絡できるかどうかを示すフラグ。

資格 資格の名前。新しい資格を追加する場合は、資格セレクタから選択する必要がありま

す。

資格 従業員の資格を表すタレント・プロファイルのセクション。

コンピテンシ 行動コンピテンシをリストする「コンピテンシ」セクションのサブセクション。

コンピテンシ・レーティング このレーティングの基礎を提供するように構成されたレビュー・セクションに基づいて、最

後にクローズしたレビューのコンピテンシ・レーティングを示すメトリック。

コンピテンシ・レーティング レビューの「コンピテンシ」セクション専用のレビュー・レーティング・スコア。総合スコアがあ

る場合も、この値は空の可能性があります。値は最終目標スコアに基づいており、「コ

ンピテンシ・レーティング」メトリック・レーティング・モデル設定を使用して使用可能な値

が判断されます。「メトリック・レーティング表示」設定に基づいて書式設定されます。

クリティカル 従業員によって使用されているポジションがクリティカルかどうかを示すメトリック。この値

は、SmartOrgのジョブ・ポジションの「重大度」フィールドから適用され、タレント・プロ

ファイルでは編集できません。SmartOrgの「重大度」フィールドの値が5の場合、ポジ

ションはクリティカルとみなされ、「重大度」フィールドのその他すべての値（1から4）は、非

クリティカルなポジションを表します。

現在のポジション SmartOrgで従業員のユーザー・アカウントに定義されている、従業員の現在のポジ

ション。

現在のレビュー・ステータス 「ドラフト」や「完了」など、従業員の現在のレビュー・ステータス。

現在の給与 従業員の年俸。

カスタム・メトリック ユーザー定義のメトリック・フィールドを示すタレント・プロファイルのセクション。

育成アクティビティ 従業員がジョブ・スキルの育成のために従事するアクティビティ。

育成の総合進捗 従業員の育成プランの（パーセントで示した）総合進捗。

育成の総合進捗 従業員の育成プランの（パーセントで示した）総合進捗。

学歴 従業員に関する学歴情報を表すタレント・プロファイルのセクション。
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名前 摘要

教育レベル 定義されたレベルのリストから選択する、達成した教育のレベル。

教育レベル 従業員が望む教育レベル。

有効日 新規給与が開始する日付。

有効日 賞与が支払われる日付。

有効日 レビューがクローズした日付および履歴レビュー表に追加されたスコア。

Eメール 現在のポジションでの従業員のEメール・アドレス。

従業員情報 カスタム従業員情報を表すタレント・プロファイルのセクション。

従業員ステータス 従業員が望む従業員ステータス。

従業員のレーティング 前回のフォーカル・レビューでコンピテンシについて従業員が指定したレーティングであ

り、レビューがクローズして、「タレント・プロファイルの更新」オプションが選択されている

と、タレント・プロファイルに表示されます。一方、テキスト値は特定の行動コンピテンシ

に関連付けられたレーティング・モデルから導出されます。タレント・プロファイルの「コンピ

テンシ」セクションでは、このディメンションの表示は管理アプリケーションに定義された設

定に基づきます。レーティングは、管理アプリケーションで編集可能に構成されている場

合は編集できます。

雇用主 雇用主の名前。新しい職務経歴を追加する場合は、雇用主セレクタから雇用主を

選択する必要があります。

終了日 ジョブ機能の終了日。

経験 従業員のみが定義および編集できる、特定のコンピテンシにおける経験年数。タレン

ト・プロファイルの「コンピテンシ」セクションでは、このディメンションの表示は管理アプリ

ケーションに定義された設定に基づきます。レーティングは、管理アプリケーションで編集

可能に構成されている場合は編集できます。

有効期限 資格の失効日。

内線 現在のポジションでの従業員の電話内線。

ギャップ分析のスコア ジョブ・ロールの各コンピテンシに対する推奨レーティングと、各コンピテンシについて従業

員が保持するレーティングとの相違。

一般 従業員に関する一般情報を表すタレント・プロファイルのセクション。

目標レーティング このレーティングの基礎を提供するように構成されたレビュー・セクションに基づいて、最

後にクローズしたレビューの目標レーティングを示すメトリック。

目標レーティング レビューの「目標」セクション専用のレビュー・レーティング・スコア。総合スコアがある場

合も、この値は空の可能性があります。値は最終目標スコアに基づいており、「目標

レーティング」メトリック・レーティング・モデル設定を使用して使用可能な値が判断され

ます。「メトリック・レーティング表示」設定に基づいて書式設定されます。

成績平均 成績平均、つまり、定義した基準で成績の平均が該当する位置を判断する数式計

算を示すフィールド。たとえば、値は3.44/5のようになります。
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名前 摘要

卒業日 教育が終了して従業員が卒業した日付。

付与日 株式が受給される日付。

付与タイプ 株式のタイプ。

育成プランを保持 従業員に育成プランがあるかどうかを示すメトリック。

離職の影響 従業員のジョブ機能における重要度を示すメトリック。

増加 昇給の金額またはパーセント（あるいはその両方）。

増加タイプ 昇給のタイプ。

教育機関 教育機関の名前。新しい学歴を追加する場合は、教育機関セレクタから教育機関

を選択する必要があります。

関心 従業員のみが定義および編集できる、特定のコンピテンシにおける関心のレベル。タレ

ント・プロファイルの「コンピテンシ」セクションでは、このディメンションの表示は管理アプリ

ケーションに定義された設定に基づきます。レーティングは、管理アプリケーションで編集

可能に構成されている場合は編集できます。

海外勤務に関心あり 海外勤務に対する意欲。

臨時代行者 従業員によって使用されているポジションに臨時代行者が設定されているかどうかを示

すメトリック。臨時代行者の値は従業員の後任プランから適用され、タレント・プロファイ

ルでは編集できません。

発行日 資格が発行された日付。

ジョブ・フィールド カテゴリ、機能および専門などを含めた関心のジョブ・フィールド。

ジョブ機能 ジョブ機能の名前。新しい職務経歴を追加する場合は、ジョブ機能セレクタからジョブ

機能を選択する必要があります。

ジョブ・レベル 従業員が望むジョブ・レベル。

ジョブ・プリファレンス 従業員の職務プリファレンスを表すタレント・プロファイルのセクション。これらのプリファレ

ンスは従業員によって定義され、その後、拡張検索オプションを介したプリファレンスに

従って、マネージャが後任者を検索できます。

ジョブ・タイプ 従業員が望むジョブ・タイプ。

言語 言語コンピテンシをリストする「コンピテンシ」セクションのサブセクション。

前回のレビュー・レーティング 従業員の前回完了したパフォーマンス・レビューの総合レーティング。

最終更新日 従業員が各自の目標プランを最後に変更した日付。

最後に使用した時期 従業員のみが定義および編集できる、特定のコンピテンシを最後に使用した時期を示

します。タレント・プロファイルの「コンピテンシ」セクションでは、このディメンションの表示は

管理アプリケーションに定義された設定に基づきます。レーティングは、管理アプリケー

ションで編集可能に構成されている場合は編集できます。

場所 SmartOrgで従業員のユーザー・アカウントに定義されている、従業員の就業場所。
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名前 摘要

場所 国、都道府県/州、地域、市区町村など、希望する場所。

マネージャ SmartOrgで従業員のユーザー・アカウントに定義されている、従業員の直属のマネー

ジャの名前。

マネージャ レビューを所有しているマネージャの名前。

マネージャのレーティング 前回のフォーカル・レビューでコンピテンシについてマネージャが指定したレーティングであ

り、レビューがクローズして、「タレント・プロファイルの更新」オプションが選択されている

と、タレント・プロファイルに表示されます。一方、テキスト値は特定の行動コンピテンシ

に関連付けられたレーティング・モデルから導出されます。タレント・プロファイルの「コンピ

テンシ」セクションでは、このディメンションの表示は管理アプリケーションに定義された設

定に基づきます。レーティングは、管理アプリケーションで編集可能に構成されている場

合は編集できます。

監督者に連絡可? 詳細情報を取得するために監督者に連絡できるかどうかを示すフラグ。

メトリック 従業員メトリックを表すタレント・プロファイルのセクション。このセクションは、直属の部下

についてマネージャにのみ表示されます。

名前 「タレント・プロファイルの更新」オプションが選択されている場合に、従業員が追加でき

る、または従業員の前回のフォーカル・レビューから取得できるコンピテンシの名前。

新規給与 新しい給与額、つまり、現在の給与に昇給を加算した金額。

アクティビティ数 従業員の育成プランに含まれる育成アクティビティの数。

キャリア・シナリオの数 キャリア・プランで従業員が保持するキャリア・シナリオの数。

後任プランの数 このメトリックは、この個人が一部として含まれる後任プランの数を示します。

後任者数 従業員の後任プランに含まれる後任者の数。

番号/ID 資格に関連付けられているコース番号またはID。

組織 資格の提供を担う組織の名前。

組織 SmartOrgで従業員のユーザー・アカウントに定義されている、従業員が就業する組

織。

組織 国、地区、部門、部署など、希望する組織。

その他の資格 資格セレクタで提供されるリストにない資格を指定する際に使用するフィールド。

他の雇用主 雇用主セレクタで提供されるリストにない雇用主を指定する際に使用するフィールド。

その他の教育機関 教育機関セレクタで提供されるリストにない教育機関を指定する際に使用するフィー

ルド。

他のジョブ機能 ジョブ・フィールド・セレクタで提供されるリストにないジョブ機能を指定する際に使用す

るフィールド。

その他のプログラム プログラム・セレクタで提供されるリストにない教育プログラムを指定する際に使用する

フィールド。
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名前 摘要

総合進捗 従業員の目標プランで、各目標に対する総合的な完了率。

電話 現在のポジションでの従業員の電話番号。

ポテンシャル 従業員のポテンシャルを示すメトリックで、マネージャには編集可能ですが、従業員に

は表示されません。

希望するジョブ 組織内で有効なジョブ・フィールドから選択した、従業員の希望するジョブ・フィールド。

カテゴリ、機能および専門が含まれます。

希望する場所 国、都道府県/州、地域、市区町村など、従業員の希望する場所。

希望する組織 国、地区、部門、部署など、従業員の希望する組織。

熟達度 特定のコンピテンシに関して従業員が保持している専門知識のレベル。タレント・プロ

ファイルの「コンピテンシ」セクションでは、このディメンションの表示は管理アプリケーション

に定義された設定に基づきます。レーティングは、管理アプリケーションで編集可能に構

成されている場合は編集できます。

プログラム 教育プログラムの名前。新しい学歴を追加する場合は、プログラム・セレクタからプログ

ラムを選択する必要があります。

昇進への準備状況 昇進の準備を整えるために従業員にどのくらいの時間が必要かを示すメトリックで、マ

ネージャには編集可能ですが、従業員には表示されません。

再割当候補者 再割当に従業員を使用できるかどうかを示すメトリックで、マネージャには編集可能で

すが、従業員には表示されません。

代行者名 従業員に臨時代行者がいる場合は、このメトリックに代行者の名前が表示されます。

レビュー・レーティング クローズした前回のパフォーマンス・レビューについて従業員が受信したレビュー・レーティ

ングを示すメトリック。

レビュー・レーティング レビューに対してマネージャが指定した総合レビュー・レーティング・スコア。値はレビュー

の最終スコアに基づいており、「レビュー・レーティング」メトリック・レーティング・モデル設

定を使用して使用可能な値が判断されます。「メトリック・レーティング表示」設定に基

づいて書式設定されます。

レビュー・ステータス

離職リスク 従業員の離職に対して考えられるリスク・レベルを示すメトリックで、マネージャには編集

可能ですが、従業員には表示されません。

スケジュール 従業員が望む作業スケジュール。

表示 表示するコンピテンシ情報タイプを選択できるフィールド。一般情報（熟達度、経験、

最後に使用した時期、関心など）またはレーティング情報（マネージャまたは従業員（あ

るいはその両方）のレーティング）を表示するように選択できます。

スキル 技術コンピテンシをリストする「コンピテンシ」セクションのサブセクション。

開始日 学歴が開始した日付。

開始日 ジョブ機能が開始した日付。
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名前 摘要

ステータス 従業員の現在の目標に対する総合ステータス。

現職 従業員が関連するポジションで引き続き就業していることを示すフラグ。通常、このフラ

グは終了日が指定されていない場合に使用されます。

株式付与 株式数。

監督者のEメール 関連するジョブ機能の監督者のEメール。

監督者の名前 関連するジョブ機能の監督者の名前。

監督者の電話 関連するジョブ機能の監督者の電話番号。

監督者のタイトル 関連するジョブ機能の監督者のタイトル。

ターゲット賞与 ターゲットとされた賞与の金額またはパーセント（あるいはその両方）。

タスクと達成 その他のタスクおよび達成を示す自由形式テキスト・ボックス。

受給権非確定株式合計 受給権が確定していない株式数合計。

転勤希望 異なる場所への移動に対する従業員の希望。

出張希望 従業員が業務上の出張を希望する時間の割合。

職務経歴 従業員の職務経歴に関する情報を表すタレント・プロファイルのセクション。

職務経歴 従業員の職務経歴を表すタレント・プロファイルのセクション。

勤務先電話番号 現在のポジションでの従業員の電話番号。

勤務先電話番号および内線番号 現在のポジションでの従業員の電話番号と内線番号（単一のフィールド）。

職務経歴 従業員の職務経歴を表すタレント・プロファイルのセクション。

業界での経験年数 現在のポジションに対する同じ業界での経験年数。

業界での経験年数 現在のポジションに対する同じ業界での経験年数。「ジョブ・プリファレンス」セクションに

表示される値と同じです。

管理業務の経験年数 管理業務経験の年数。

管理業務の経験年数 管理業務経験の年数。「ジョブ・プリファレンス」セクションに表示される値と同じです。

レート付けコンピテンシの削除

通常、コンピテンシがレート付けされると、従業員またはマネージャはタレント・プロファイルからコンピテンシを削除できませ

んが、HR管理者は削除できます。適切なユーザー・タイプ権限が必要であり、特定の管理設定が使用可能になってい

る必要があります。
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レート付けコンピテンシをタレント・プロファイルから削除するには

前提条件

ユーザーがタレント・プロファイルに対する表示/管理アクセス権のあるHR管理者である必要があります。

「タレント・プロファイル・コンピテンシ構成」の設定の「コンピテンシの削除」および「タレント・プロファイルのコンピテンシ・

セクションの表示」を使用可能にしている必要があります。

ステップ

1. 従業員のタレント・プロファイルにアクセスします。

2. メニューから「コンピテンシ」を選択します。

3. 削除するコンピテンシの名前を選択し、 をクリックします。

メッセージが表示された場合は、「OK」をクリックして削除することを確認します。

結果

コンピテンシがタレント・プロファイルから削除され、関連付けられているすべての育成アクティビティからも削除されま

す。

Taleoパフォーマンスでの報酬データの表示

報酬履歴データを構成して、Taleoパフォーマンスで表示できます。

タレント・モデルには、報酬データをTaleoパフォーマンス・アプリケーションで表示できるように、報酬データ・エレメントが挿

入されます。この報酬データには、Taleo報酬または外部のHRMS/ERPシステムのデータが使用されます。

報酬履歴データは、メトリック構成、可用性およびユーザー・セキュリティ・アクセスに従って次の領域に表示されます。

• タレント・プロファイル - 報酬履歴データが表示されます。

• パフォーマンス・スナップショット・カード - スナップショット・カードの「報酬」セクションに報酬データが表示されます。

• タレント・ブラウザ - 従業員の給与、賞与および株式の情報が表示されます。

報酬履歴データが有効で、関連するメトリックが表示されるように構成されている場合は、次の情報（有効な場合）

がTaleoパフォーマンスで提供されます。

• 従業員の現在の給与

• 従業員の昇給、新規給与および有効日

• 従業員の賞与金額、賞与プラン、ターゲット賞与額および有効日

• 従業員の株式付与額、受給権非確定株式合計および付与日

報酬履歴は統合を介してTaleo報酬から取得されます。ゾーンでTaleo報酬がアクティブ化され、統合が構成されてい

る場合は、すべての報酬履歴データがSmartOrgに毎日自動的に転送されます。Taleo報酬がアクティブ化されていな

い場合は、クライアントが標準統合ツールを使用して、データを外部のERPシステムから転送できます。

タレント・マスター・プロファイル

単一のコア個人モデルを使用して候補者および従業員のデータがサポートされ、Taleoアプリケーションを使用して候補

者から従業員に変換できます。これは組織のHRMS/ERPシステムと連携してサポートされ、このプロセスでの仲介役と

して機能して従業員IDの割当が可能になります。
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すべてのレコードに単一の個人モデルを使用することで、組織のHRMSシステムによる更新が、Taleo採用に表示され

る候補者のファイルとTaleoパフォーマンスから表示される候補者のファイルの両方に表示されます。すべてのデータは同

じデータ・ソースから共有されます。これは、従業員がTaleoパフォーマンスのタレント・プロファイルから、資格やその他の

学歴情報を追加して各自のレコードを更新すると、Taleo採用に表示される個人の候補者レコードでも、この情報が

更新されることを意味します。その逆に、キャリア・サイトに新しくオープンした社内ポジションに応募して、従業員が各自

のプロファイルを更新した場合も当てはまります。これらの追加も、この候補者の従業員プロファイルを補強する働きがあ

ります。

従業員の写真のアップロード

構成モジュールまたはTaleo接続クライアントを使用して写真をアップロードするかわりに、従業員は各自の写真をアップ

ロードできます。

タレント・プロファイルの大きい写真イメージ

タレント・プロファイルの「一般」セクションには、大きいサイズの従業員写真イメージ（256x256ピクセル）を表示できま

す。大きい写真イメージはネイティブ・レポートのヘッダー・セクションにも使用されます。詳細は、「ネイティブ・レポート」を

参照してください。タレント・カードなど、システムのそれ以外の場所では、写真は小さいイメージ（48x48ピクセル）にサイ

ズ変更されます。

移行では、機能パック12Cより前の実装からの写真は自動的には表示されません。以前の実装からの写真はサイズが

小さいため、デフォルトでは大きい写真がシルエットで表示されます。この場合、従業員の写真を「一般」セクションに表

示するには、写真を再インポートする必要があります。

「一般」セクションに表示する大きい従業員写真イメージを取得するには、いくつかの方法があります。

• ユーザーの「一般」セクション内で写真を手動で更新します。

• ユーザーのSmartOrgアカウントを介して写真を更新します。

• Taleo接続クライアント（TCC）を使用して、従業員の写真をバッチ・ロードします。

従業員による写真イメージのアップロード

タレント・プロファイルの「一般」セクションから、ローカル・ネットワークの写真を参照し、Taleoパフォーマンスにアップロード

するオプションを使用できます。.gif、.jpgおよび.pngファイルをアップロードできます。パスポート形式の写真でない縦長の

写真をアップロードする場合は、写真の上部を切り出して表示され、横長の写真では写真の中央を切り出して表示さ

れます。

従業員の写真をアップロードするには

前提条件

タレント・プロファイルを編集するにはユーザー・タイプ権限が必要で、従業員の写真をアップロードするためのタレント・

プロファイル構成設定が有効である必要があります。

ステップ

1. 写真を変更する従業員のタレント・プロファイルにアクセスします。

2. 写真にマウスのポインタを重ねて、「写真の変更」ポップアップをクリックします。

ユーザー補助機能が使用可能な場合は、写真の横にある「写真の変更...」ボタンをクリックします。

3. アップロードする写真を参照して選択し、「オープン」をクリックします。

サポートされているファイル・タイプは.gif、.jpgおよび.pngです。
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結果

写真は256x256ピクセルにサイズ変更され、タレント・プロファイルの「一般」セクションに表示されます。タレント・カー

ドなど、システムのそれ以外の場所では、従業員の写真は小さいイメージ（48x48ピクセル）にサイズ変更されます。

次ステップ

従業員の写真のアップロード結果に満足できない場合は、ローカル・マシン上でイメージを縦横同じサイズに変更し、

再度アップロードします。また、写真を削除して、汎用的なシルエットに置き換えることもできます。

タレント・スナップショット

異なるモジュールからの主要な従業員情報を同じ場所で表示できます。

システム全体にわたって アイコンを使用してアクセスできます。これには、タレント・ブラウザ、ネットワーク・パネル、検索

結果、タレント・プール、後任プラン、パフォーマンス・レビュー・リストなどの領域が含まれます。

メトリックに関する従業員管理の構成設定では、ユーザー・タイプ権限に加えて、スナップショット情報へのアクセスを制

御します。

タレント・スナップショットには次のメトリックが表示されます（4つすべてカスタマイズ可能です）。

• ポテンシャル

• 離職リスク

• 離職の影響

• 昇進への準備状況

「組織図の表示」を選択すると、タレント・ブラウザの最上位ノードとして個人が表示されます。

各ノードの詳細は、ヘルプ・センターまたはTaleoパフォーマンス・ユーザー・ガイドの該当する項を参照してください。

タレント・スナップショットの要約では、次の情報が提供されます。

タレント・スナップショットのコンテンツ（パフォーマンス・カードを除く）

セクション 提供される情報

従業員情報 マネージャ、現在のポジション、直属の部下、職務経歴、学歴。使用可能な場合は、最初

から5人の直属の部下、最初の職務経歴エントリ、最初の学歴エントリが自動的に表示され

ます。

目標プラン 総合目標プラン（全体目標、マネージャに連携した目標、期限を超過した目標、総合進

捗、承認ステータス、最終更新日）、従業員目標（名前、連携、進捗、期日）。

育成プラン 総合育成プラン（総合アクティビティ、期限を超過したアクティビティと完了したアクティビティ、

承認ステータス、最終更新日）、育成アクティビティ（名前、進捗、期日）。

後任プラン 総合後任プラン（後任者合計数、候補者合計数、後任者、後任者リスト、承認済、最終

更新日）。このセクションには従業員メトリック（ポテンシャル、離職リスク、昇進への準備状

況）、ポジション・メトリック（クリティカルなポジション）および後任メトリック（臨時代行者、ユー

ザーが属する後任プラン数）も表示されます。使用可能な後任プランがない場合もメトリック

は表示されます。
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タレント・スナップショットのコンテンツ（パフォーマンス・カードを除く）

セクション 提供される情報

キャリア・プラン 総合キャリア・プラン（現在のジョブ、シナリオ・ステップ、ジョブに必要なコンピテンシを示す各ス

テップに対するギャップ分析）。複数のシナリオを切り替えることが可能で、各シナリオには、プ

ランの現在のジョブと最初の2ステップが表示されます。

パフォーマンス・スナップショット・カード

パフォーマンス・スナップショット・カードには、従業員の現在の給与とコンパレシオに関するデータが、過去3回のクローズ

済フォーカル・パフォーマンス・レビューおよび報酬期間に対するデータとともに表示されます。表示されるデータは、ユー

ザー・タイプ権限および報酬データの有無で異なります。

少なくとも、「パフォーマンス・レビュー・レーティング」には、レビューの「総合」スコアについて、レビュー期間ごとに1つの値が

表示されます。レビュー構成によっては、「目標」セクションと「コンピテンシ」セクションのスコアも含まれることがあります。表

示される最新レビューの値は、タレント・プロファイルの「メトリック」セクションの値と同じです。レーティング・スコアの導出お

よび表示方法の詳細は、Taleoパフォーマンス・レビュー・レーティング・オリエンテーション・ガイドを参照してください。

報酬データをTaleoパフォーマンスに取得するには、Taleo報酬との統合を使用するか、Taleo接続クライアント（TCC）

を使用してサードパーティ・システムからデータをインポートします。いずれの場合も最新の報酬データが表示されるよう

に、データ・インポートのバッチ・ジョブを定期的にスケジュールしてください。統合の詳細は、Taleo報酬およびパフォーマン

ス統合ガイドを参照してください。

スナップショットとタレント・プロファイルの両方に有効な報酬データの値は同じですが、値の表示は異なります。タレント・

プロファイルには、使用可能な場合にのみ情報が表示され、個々の最新値のみが表示されます。スナップショット・カード

には、情報がない場合は「N/A」が表示され、年次合計と可用性に基づいて値が表示されます。

パフォーマンスおよび報酬のデータは相互に独立しているため、それぞれに表示される期間は異なる可能性

があります。

パフォーマンス・カードの内容

主題 摘要

現在の給与 この値は報酬履歴表から取得されます。報酬データが最後に更新された時期によっては、実

際の現在の給与でない可能性があります。

コンパレシオ この値は報酬履歴表から取得されます。報酬データが最後に更新された時期によっては、実

際の現在のコンパレシオでない可能性があります。

パフォーマンス・レビュー・レーティング

総合 提示されたレビュー期間の履歴レビュー表に保存された「従業員 - レビュー・レーティング」値

に基づいて総合レビュー・レーティングが表示されます。すべてのスコアは完了およびクローズし

たレビュー期間が対象となります。アクティブなスコアは含まれません。

目標 レビューの「目標」セクションに対するレーティングが表示されます。これは、提示されたレビュー

期間の履歴レビュー表に保存された「従業員 - 目標レーティング」値に基づきます。すべての

スコアは完了およびクローズしたレビュー期間が対象となります。アクティブなスコアは含まれま

せん。



スタート・ガイド · 60

パフォーマンス・カードの内容

主題 摘要

コンピテンシ レビューの「コンピテンシ」セクションに対するレーティングが表示されます。これは、提示された

レビュー期間の履歴レビュー表に保存された「従業員 - コンピテンシ・レーティング」値に基づ

きます。すべてのスコアは完了およびクローズしたレビュー期間が対象となります。アクティブな

スコアは含まれません。

レビューのコメント 総合レーティングを選択した場合に、関連付けられているレビューのコメントが表示されます。

コメントがない場合、スコアはクリック可能なリンクになりません。

報酬履歴

昇給 これらの値はカードに表示された有効日に関連付けられている報酬給与履歴表から適用さ

れます。Taleo Enterprise SmartOrgデータ・ディクショナリには、報酬エレメントの詳細が用

意されています。

賞与給付 これらの値はカードに表示された有効日に関連付けられている報酬賞与履歴表から適用

されます。通貨は、この値と「昇給」の両方に表示され、同一集計期間では複数通貨がサ

ポートされていないため、可能な場合は常に同じ通貨を使用する必要があります。

株式付与 これらの値はカードに表示された有効日に関連付けられている報酬株式履歴表から適用さ

れます。

従業員のスナップショットを表示するには

前提条件

特定のモジュールに関連する情報を表示するには、そのモジュールに対するユーザー・タイプ権限が必要です。権限

がない場合は、セクションを表示できません。

ステップ

をクリックします。

結果

「従業員情報」セクションが表示されます。セクションを変更するには をクリックします。タレント・ブラウザの最上

位ノードに表示される従業員を確認するには、「組織図の表示」をクリックします。「移動先」メニューを表示するに

は をクリックします。

添付

パフォーマンス・レビュー、目標プランおよびタレント・プロファイルにはファイルを添付できます。これによって、従業員

はレビューやプランの達成および進捗に加えて、プロジェクト・プラン、実現スコアカード、クライアント・フィードバックな

ど、Taleoパフォーマンスに保存されない文書を含めることができます。

ファイルは、特定の従業員目標ではない総合目標プラン自体など、最上位レベルのオブジェクトに関連付けられます。

オブジェクト（目標プラン、レビュー、タレント・プロファイル）に対する表示アクセス権があるユーザーは添付を表示できます

が、ファイルを添付するには管理アクセス権が必要です。従業員は各自の目標プランおよびパフォーマンス・レビューにの

みファイルを添付できます。他のイベントと同様に、添付の追加および削除はオブジェクトの履歴に格納されます。
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基本サービスとして、システム構成に応じて最大1MBのファイル・サイズで、10ファイルまでオブジェクトに添付できます。

添付の最大数にすでに達している場合は、ファイルを削除してから新しい添付をアップロードする必要があります。添付

したファイルは更新できますが、ファイルをローカルに保存して、変更を追加し、再度アップロードする必要があります。広

範なファイル・タイプがサポートされますが、使用できるタイプは組織の実装に依存します。

ファイル制限が時間の経過とともに変化した場合、既存の添付によっては、すでに使用できないファイル・タイ

プやファイル・サイズになっている可能性があります。

サポートされているファイル・タイプ

タイプ（拡張子） タイプ（拡張子）

Word（.doc、.docx） Text（.txt）

HTMLページ（.htm） Word Perfect（.wpd）

HTMLページ（.html） Excel（.xls、.xlsx）

Portable Document Format（.pdf） Zip（.zip）

リッチ・テキスト形式（.rtf） OpenOffice Writer（.odt）

タレント・プロファイルにファイルを添付するには

前提条件

ファイルを添付するオブジェクトの所有者である必要があります。

ステップ

1. 「クイック・リンク」 > 「自分のプロファイル」.
2. 「添付」セクションまでスクロールし、「追加」をクリックします。

3. 「参照」をクリックし、アップロードするファイルを選択して「OK」をクリックします。

ダイアログに使用可能なファイル・タイプがリストされ、その中からのみ選択できます。ファイルの目的の識別に役立

つコメントを入力します（特に、ファイル名からは目的が明確にわからない場合）。

結果

「添付」セクションにファイルが追加され、ファイル名、コメント、添付者および添付された日付が表示されます。

次ステップ

ファイル名をクリックしてファイルを表示したり、 をクリックして「削除」を選択してファイルを削除できます。

目標プランおよびレビューにファイルを添付するには

前提条件

従業員のみ、自分のプランやレビューにファイルを添付できます。マネージャはファイルを添付できません。

ステップ

1. 目標プランまたはパフォーマンス・レビューに移動し、 をクリックしてサポート・ツールを展開します。
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2. 「添付」リボンを選択し、「追加」をクリックします。

3. 「参照」をクリックし、アップロードするファイルを選択して「OK」をクリックします。

ダイアログに使用可能なファイル・タイプがリストされ、その中からのみ選択できます。ファイルの目的の識別に役立

つコメントを入力します（特に、ファイル名からは目的が明確にわからない場合）。

結果

「添付」セクションにファイルが追加され、ファイル名、コメント（マウスのポインタを重ねると、全文を表示できます）、添

付者および添付された日付が表示されます。目標プラン・レベル（個々の目標ではなく）およびレビュー・レベル（個々

のレビュー項目ではなく）で、ファイルが添付されます。

次ステップ

ファイル名をクリックしてファイルを表示したり、 をクリックして「削除」を選択してファイルを削除できます。
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タレント・ブラウザ

マネージャおよびエグゼクティブは、タレント・ブラウザを使用して、組織を柔軟かつリアルタイムに表示できます。

タレント・ブラウザは次のような機能を備えています。

• 簡単にナビゲーションするために、パン、ズームおよびミニ組織図マップを使用して複数レベルを表示できます

• 複数レベルまたは直属の部下のみを表示するために、スコープ・オプションを使用できます

• 特定のビジネス・ユニットおよびグループに焦点を絞るために、組織図レイヤーにドリルダウンできます

• 特定の基準を満たす従業員をハイライトするために、一般情報、カスタマイズ可能な従業員メトリックおよび目標関

連によってフィルタ処理できます

• 従業員の主要データにすばやくアクセスできるように、従業員のスナップショットにアクセスできます

• 組織の要約カードによって、ビジネス・ユニット全体のメトリックへのロールアップ表示が可能です

タレント・ブラウザでのカスタマイズ可能なメトリックの使用

一般セレクタからメトリックを選択すると、タレント・ブラウザに次のメトリックが表示されます（3つすべてカスタマイズ可能で

す）。

• ポテンシャル

• 昇進への準備状況

• 離職リスク

タレント・ブラウザの使用

タレント・ブラウザ機能を使用して、特定の従業員または組織の特定部分に焦点を絞ることができます。

• タレント・ブラウザのフィルタ処理 - 大規模な組織では多数の直属および非直属の部下が存在するため、主要な従

業員をすばやく識別するのが困難な場合があり、ある程度のフィルタ処理を適用する必要があります。

• スコープの設定 - 表示する従業員を、直属の部下または追加レベルに制限できます。

• タレント・ブラウザでの移動 - フィルタ基準を適用すると、タレント・ブラウザでの表示および移動に使用可能なオプ

ションが複数あります。

• 従業員情報の表示 - タレント・ブラウザから従業員情報およびビジネス・ユニット情報にアクセスできます。

• 求人およびポジションの使用 - タレント・ブラウザからオープン求人および空きポジションを直接表示してアクセスでき

ます。

• 従業員カードからのアクション - 従業員カードで「移動先」メニューを使用して、タスクを開始して完了できます。

タレント・ブラウザのフィルタ処理

大規模なワークフォースを監督する場合は、ビューの焦点を絞るためにフィルタが重要です。

マネージャはフィルタを使用してタレント関連の問合せを作成し、タレント・ブラウザにその結果を表示できます。フィルタ基

準に一致するカードはハイライトされます。フィルタは論理的にセクションにグループ化され、各セクションは展開または折

りたたむことができます。

フィルタ問合せでは「OR」ロジックではなく「AND」ロジックが適用されます。たとえば、マネージャが「ポテンシャル」 = 「高」

および「離職リスク」 = 「高」を選択した場合、両方の基準に一致する従業員カードがハイライトされます。「離職リスク」

= 「高」で「ポテンシャル」 = 「中」の場合、その従業員カードはハイライトされません。
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タレント・ブラウザをフィルタ処理するには

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

ステップ

1. フィルタ・セクションの横にある を選択して、フィルタを展開します。

2. 必要に応じて、フィルタを設定します。

3. をクリックすると、フィルタに一致する従業員がタレント・ブラウザでハイライトされます。

フィルタをリセットするには、 をクリックします。

結果

一致する従業員カードはシェード付きになります。現在のビューに含まれていない一致カードについては、ミニ組織図

を使用してシェード付きカードを確認できます。

タレント・ブラウザのフィルタ・リスト

標準のフィルタに加えて、「従業員カスタム・メトリック」セクションには構成済のカスタム・メトリックが表示されます。

フィルタ 摘要 セクション

レビュー・サイクル これには、レビュー・サイクルのセット・リストが含まれます。 パフォーマンス・レビュー

レビュー要求 レビュー要求は、レビュー・サイクルによって決まります。 パフォーマンス・レビュー

マネージャ 従業員の直属のマネージャ。「すべての部下を含む」が選択され

ている場合は、すべての非直属の部下も含まれます。

従業員

組織 従業員が関連付けられているビジネス・ユニットで、タレント・プロ

ファイルの「組織」フィールドで指定されます。

従業員

場所 従業員が勤務する場所で、タレント・プロファイルの「場所」フィー

ルドで指定されます。

従業員

ジョブ・フィールド タレント・プロファイルの「ジョブ・プリファレンス」 > 「ジョブ・フィール

ド」セクションに関連します。

従業員

ジョブ・レベル この値は、従業員のジョブ・ロールに関連付けられます。 従業員

出張希望 このフィルタは、従業員がタレント・プロファイルの「ジョブ・プリファ

レンス」セクションで出張を希望することを指定しているかどうか

をチェックします。このフィルタは値がゼロ以上かどうかのみをチェッ

クするため、出張希望が勤務時間の5%の従業員と勤務時間

の25%の従業員が同様にハイライトされます。

従業員

転勤希望 これは、このフィルタ名と同じ名前のジョブ・プリファレンス設定に

関連します。

従業員

海外勤務に関心あり これは、このフィルタ名と同じ名前のジョブ・プリファレンス設定に

関連します。

従業員
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フィルタ 摘要 セクション

コンピテンシ システム内のいずれかのコンピテンシをフィルタ基準として選択で

きます。

従業員

クリティカルなポジション これは、従業員のポジションがクリティカルとマークされているかどう

かをチェックします。

従業員メトリック

離職リスク このフィルタは、従業員が会社を退職する可能性があると識別

されているかどうかをチェックし、中程度または高い離職リスクに

対して設定できます。

従業員メトリック

ポテンシャル このフィルタは、従業員がポテンシャルがあると識別されているか

どうかをチェックし、中程度または高いポテンシャルに対して設定

できます。

従業員メトリック

昇進に対する準備状況 昇進に対する準備状況は月範囲で示され、このフィルタでは特

定の月数を選択できます。

従業員メトリック

レビュー・レーティング これは、タレント・プロファイルの「メトリック」 > 「従業員」 > 「レ

ビュー・レーティング」の値に関連します。

従業員メトリック

目標レーティング これは、現在の目標プランに対する従業員の達成度を示しま

す。これは、タレント・プロファイルの「メトリック」 > 「従業員」 >
「目標レーティング」の値に関連します。

従業員メトリック

コンピテンシ・レーティング これは、タレント・プロファイルの「メトリック」 > 「従業員」 > 「コン

ピテンシ・レーティング」の値に関連します。

従業員メトリック

管理業務の経験年数 管理業務経験の年数。 従業員メトリック

業界での経験年数 現在のポジションに対する同じ業界での経験年数。 従業員メトリック

目標総合進捗 スライダを使用して、検索する進捗率の範囲を選択します。これ

は、現在のビジネス期間におけるアクティブな目標プランを検索

します。これは、タレント・プロファイルの「メトリック」 > 「目標」 >
「総合進捗」の値に関連します。

従業員メトリック

育成の総合進捗 スライダを使用して、検索する進捗率の範囲を選択します。 開発

育成プランを保持 従業員に育成プランがあるかどうかをチェックします。「総合進

捗」フィルタを使用する場合、このフィルタを選択する必要はあり

ません。

開発

ビジネス期間 目標を完了する必要がある期間。このオプションによって、ビジネ

ス期間に関連付けられた使用可能な従業員目標が制限され、

従業員目標のフィルタを使用可能にするにはこのオプションを選

択する必要があります。このオプションのみではフィルタとして使用

できません。

目標

従業員目標 選択可能な目標は、ログイン・ユーザーの目標です。ツリーの最

上部にある従業員を変更しても、選択可能な目標に影響しま

せん。従業員目標をフィルタ処理すると、この目標を持つ従業

員、または目標に連携する従業員がハイライトされます。

目標
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スコープの設定

スコープによってタレント・ブラウザが表示されるレベルが決まり、直属の部下、直属の部下+追加レベル、または組織全

体から選択できます。

直属の部下を表示する場合は、最上部に自分の従業員カードが表示され、その下にすべての直属の部下が表示さ

れます。すべての部下を表示する場合は、タレント・ブラウザに組織全体が表示されます。最初はログイン・ユーザーにス

コープが適用されますが、ドリルダウンすると、その従業員にスコープが適用されます。

たとえば、スコープが直属の部下に設定された場合、最初のビューには、最上部に自分が表示され、その下に自分の直

属の部下のみ表示されます。自分の直属の部下から1名を選択すると、その部下がタレント・ブラウザの最上位レベルに

なり、その部下の直属の部下のみがその下に表示されます。

委任従業員を表示して「募集数の表示」オプションを使用するには、スコープを「直属の部下」に設定する必

要があります。

タレント・ブラウザのスコープを設定するには

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

ステップ

中央のツールバー・オプションから、現在選択されているユーザーに対して表示するのが「すべての部下」、「直属

の部下」または「直属の部下+1レベル」かを選択します。

結果

タレント・ブラウザが更新され、適切なレベルでカード詳細情報が表示されます。

タレント・ブラウザでの移動

タレント・ブラウザでは、いくつかの方法で、表示する従業員に移動できます。

• 使用可能なGUIオプションまたはマウス・ホイールを使用した、ズームおよびズームアウト

• マウスを使用した、タレント・ブラウザでのドラッグおよびパン

• 大規模組織内で自分をパンまたは移動するために使用できるミニ組織図

• スコープおよびフィルタ基準に基づいてデフォルト・ビューに戻るための再フォーカス・ボタン

• 管理バーにブレッドクラムが表示され、タレント・ブラウザで現在最上位ノードにあるユーザーの組織内での位置を示

します。ブレッドクラムを使用して、縦方向（上司）または横方向（直属の上司の直属の部下と同僚）のいずれかに

移動し、最上位ノードとして表示するユーザーを変更できます。ブレッドクラムを使用すると組織内のユーザーを表示

できますが、詳細を表示できるのは、マネージャ、現在のポジションおよび直属の部下のみです（必要なユーザー権

限がある場合）。

タレント・ブラウザには最大200名の従業員を表示でき、しきい値200に達するまでのレベルは完全に表示さ

れます。レベルが部分的に表示されることはありません。たとえば、第4レベルの途中で従業員200名に達した

場合、組織図には3つのレベルとその部下が表示され、その下のカードの下部に残りの従業員数を示す数値

が表示されます。最小値は50で、システムのデフォルトは従業員100名です。
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タレント・ブラウザを移動するには

前提条件

「Taleoパフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

ステップ

1. ズーム・レベルを変更するには、 または をクリックするか、マウス・ホイールを使用するか、適切なグレーの ア

イコンをクリックすると、組織図のレベルを直接変更できます。

現在のレベルは青い アイコンで示されます。

2. 組織図をドラッグするには、マウス・ボタンをクリックしたままにします（ が表示されます）。

タレント・ブラウザをリセットする場合は、 をクリックすると最上位レベルに戻ります。

3. 上司とその直属の部下を表示するには、管理バーのブレッドクラムで名前をクリックします。

従業員を1名選択すると、その従業員がタレント・ブラウザの最上位レベルになります。

4. ミニ組織図マップを使用するには、 をクリックし、マウス・ボタンをクリックしたまま組織図をドラッグします。

カーソルはユーザーがマップ内にいることを示し、 をクリックするとマップ・ビューをクローズできます。右下隅に

マウスのポインタを重ねるとサイズ変更アイコン が表示され、マウスをクリックし、このアイコンを使用してズーム・

レベルを変更できます。

5. 使用可能な場合は、従業員のカードの下部にある数字をクリックして、その従業員を組織図の最上位にし、そ

の直属の部下を表示します。その後に、 をクリックすると、組織図を1レベル上下に移動します。

また、 をクリックするとそのユーザーを組織図の最上位にして、その直属の部下および非直属の部下を表示で

きます（ユーザーが組織図の最上位ノードでない場合）。

従業員情報の表示

タレント・ブラウザにはタレント・カード情報および組織図内の従業員のチーム要約が表示され、特定の従業員の詳細

にアクセスすることもできます。

チーム要約によって、組織図の最上位にいる現在のマネージャの観点からの情報が提供されます。この情報は、組織の

ある部分の状態をすばやく把握するのに便利です。これには、マネージャを含めて、マネージャの下位にいる全従業員の

合計が表示されます。下位レベルのマネージャにドリルダウンすると、そのマネージャのチームのみ表示されます。

自分と同等または上位のビジネス・ユニットのチーム要約情報にはアクセスできません。このような場合は、オ

プションが表示されません。

ツールバー（デフォルトでは「一般」が表示されます）を使用して、従業員のタレント・カードに表示する従業員詳細を

選択できます。これには、目標の進捗、後任プラン、従業員メトリックなどの情報が含まれます。従業員カードには、ク

リティカルなポジションおよびマトリックス管理のアイコンが表示されます。従業員のカードから、その従業員の特定のモ

ジュール情報に移動できます。

従業員情報を表示するには

前提条件

「チーム管理」 > 「アクセス」ユーザー・タイプ権限（「チームの要約」オプションを表示する場合）
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「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

ステップ

1. 左側のツールバー・ボタンをクリックして、タレント・ブラウザに表示するタレント・カード詳細を選択します。

各レベル内で、従業員は姓の順にソートされます。

2. 「チームの要約」をクリックして、組織図の最上位に現在表示されているマネージャの下位にいる、組織内の全

員の要約情報を表示します。

表示可能な情報は固定であるため、組織で特定のモジュールを使用しない場合でも、そのセクションは表示さ

れます。

3. パフォーマンス・カードで をクリックして、主要な従業員データを提供するスナップショットを表示します。

4. 従業員の特定のモジュールに移動するか、アクションを完了するには、パフォーマンス・カードで をクリックして

必要なオプションを選択します。

求人およびポジションの使用

オープン求人および空きポジションを持つマネージャは、タレント・ブラウザからそれらにアクセスできます。

TaleoパフォーマンスがTaleo採用と統合されている場合は、自分が所有者である求人を表示したり、新規求人を作

成できます。ログイン・ユーザーの求人にのみアクセスできます。たとえば、直属の部下の1名を選択して、その求人を表

示することはできません。新規求人を作成する場合は、Taleo採用に自動的に移動します。

求人と異なり、オープンのポジションは自分および直属の部下について表示できます。

オープンの求人およびポジションを表示するには、スコープを「直属の部下」に設定する必要があります。

オープン求人を表示するには

前提条件

Taleo採用へのアクセス権が必要です。

スコープを「直属の部下」に設定する必要があります。

求人がオープンで、所有者は自分です。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

ステップ

1. 「募集数の表示」を選択します。

オープン求人がリストされ、タイトル、ID、採用担当者、オープン日、候補者合計およびACE候補者合計が表

示されます。

2. タイトルをクリックして求人を表示するか、候補者合計の数をクリックして候補者リストを表示します。

Taleo採用に自動的に移動します。

3. Taleo採用から を選択し、「パフォーマンス」を選択するとTaleoパフォーマンスに戻ります。
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求人を作成するには

前提条件

Taleo採用へのアクセス権が必要です。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

ステップ

1. 「他のアクション」 > 「求人の作成」を選択すると、求人ウィザードが表示されます。

Taleo採用に自動的に移動し、求人を作成します。求人がタレント・ブラウザに追加されたことを確認するには、

自分が所有者である求人のリストをオープンします。求人の作成の詳細は、Taleo採用ユーザー・ガイドの求人

管理に関する項を参照してください。

2. Taleo採用から を選択し、「パフォーマンス」を選択するとTaleoパフォーマンスに戻ります。

空きポジションを表示するには

前提条件

スコープを「直属の部下」に設定し、空きポジションがある必要があります。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

ステップ

1. 「募集数の表示」を選択します。

現在、組織図の最上位ノードにいるユーザーの空きポジションが表示されます。

2. をクリックし、「ジョブ・プロファイルの表示」を選択します。

摘要、コンピテンシおよび資格情報を含むポジション・プロファイルが表示されます。

3. を選択してタレント・ブラウザに戻るか、「[モジュール]後任プラン」を選択してプラン詳細を表示します。

従業員カードからの従業員の管理

従業員カードのオプションを使用して、タスクを開始して完了できます。

ユーザー権限、およびシステムでアクティブ化したモジュールに応じて、従業員カードから次のアクションを開始できます。

• スナップショット - スナップショットから従業員の一般情報を参照できます（「スナップショット」を参照）。

• チーム管理 - 従業員変更を実行し、従業員-マネージャ関係を保守するためのセルフサービス機能を使用できます

（「チーム管理」を参照）。

• メンタリングの要求 - マネージャが自分の部下の1人に対してメンターを要求すると、メンターが割り当てられ、選択

したメンターとメンタリング対象者の間にメンタリング関係が自動的に確立されます（「メンターを割り当てるには」を参

照）。

• フィードバックの送信 - 一般フィードバックは、特定のコンテキストに関連しておらず、フィードバックの要求を受け取ら

なくても送信できます（「一般フィードバックを提供するには」を参照）。
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人材検索

人材検索を使用すると、ユーザー重視の一貫した強力な方法で従業員および候補者を検索できます。これは、キー

ワード検索用に常に表示されるキーワード検索ボックス、およびキーワードと従業員パラメータを組み合せた拡張検索で

構成されます。ファセット検索はTaleoパフォーマンスの既存の検索機能が拡張された機能で、ユーザーに対して動的で

絞り込まれた検索結果が表示されます。ユーザーはファセットを使用して検索を実行することにより、連続して使用可能

な検索オプションや検索結果を利用できます。

カスタマイズ可能な従業員メトリックは非アクティブになると検索対象から除外され、アクティブな値のみファ

セットに表示されます。

人材検索の使用

集中管理検索またはモジュール内のいずれかから人材検索を使用して、従業員および候補者を検索し、後任プラン、

タレント・プールおよび求人に追加できます。

• タレントの検索 - キーワード検索および拡張検索を使用してユーザーを検索します。
• 検索動作の理解 - ユーザーはファセットを使用して検索を実行することにより、連続して使用可能な検索オプション

や検索結果を利用できます。
• モジュールへの従業員の追加 - 検索結果リストからユーザーをプランやプールに追加します。
• コンテキスト内での検索 - 後任プランおよびタレント・プール内から検索します。
• キーワードのブール演算子の理解 - 効率的に検索を行うには、ブール演算子の動作を理解することが重要です。

タレントの検索

タレントの検索には、キーワード検索または拡張検索のいずれかが含まれます。

キーワード検索では、従業員に関連するフィールド（名前、住所、従業員番号、ジョブ・タイトルなど）を検索するための

キーワードを入力して従業員を検索できます。さらに、「その他の検索オプション」を選択すると、拡張検索に自動的に

移動します。「検索結果」ページからは、従業員のタレント・プロファイル、目標プランなど、システムで使用されるモジュー

ルにアクセスできます。従業員の検索結果はファセットとして表示され、動的で絞り込まれた検索結果が表示されます。

ユーザーはファセットを使用して検索を実行することにより、連続して使用可能な検索オプションや検索結果を利用でき

ます。

「移動先」メニューを使用して、従業員をタレント・ブラウザの最上位ノードとして表示することもできます。これ

は、表示対象の階層の外部に存在するHR管理者やサポート・ユーザーに便利です。

拡張検索では、従業員メトリックを検索基準に追加できるため、拡張したキーワード検索を実行できます。また、検索

対象として従業員または候補者を選択できますが、ファセットは従業員検索でのみ使用可能です。「拡張検索」ページ

から、検索基準として使用するフィールドおよびコンピテンシをカスタマイズできます。従業員ステータスが「前従業員」の

ユーザーは、検索結果から除外されます。

キーワード検索を実行するには

ステップ

1. 検索ボックスにキーワードを入力し、 をクリックします。
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一致した従業員が「検索結果」ページに表示されます。候補者を検索するには、「その他の検索オプション」また

は「拡張検索」をクリックして、拡張検索を実行する必要があります。

2. 複数の従業員を選択して「アクション」メニューを表示するか、または をクリックしてその従業員の「移動先」メ

ニューを表示します。

結果

従業員をモジュールに追加したり、従業員詳細を表示できます。

次ステップ

「検索結果」ページから、「その他の検索オプション」をクリックして「拡張検索」ページに移動できます。次に、「エントリ

の消去」を選択して前の検索基準を削除し、「フィールドの追加または削除」を選択して使用可能な検索基準をカ

スタマイズできます。

拡張検索を実行するには

ステップ
1. 「拡張検索」をクリックします。

2. 検索対象として従業員または候補者を選択します。

候補者にはすべての検索フィールドが適用できるわけではないため、使用可能な検索基準が変更されます。

3. 使用可能な検索基準を変更する場合は、「フィールドの追加または削除」をクリックして、拡張検索で使用する

フィールドを選択します。

特定の標準フィールドを選択して含めることができますが、ユーザー定義フィールドの場合はグループ全体のみ選

択できます。使用可能な検索基準は、従業員プロファイルおよび従業員メトリックのユーザー権限に影響されま

す。

4. キーワードを入力します。

これは、キーワード検索で使用可能なキーワードと同じです。

5. カスタム検索基準の値を入力します。

6. 「検索」をクリックすると、一致するユーザーが「検索結果」ページに表示されます。

結果

従業員をモジュールに追加したり、従業員詳細を表示できます。複数のユーザーを選択すると、「アクション」オプショ

ンが表示されます。

次ステップ

「候補者の検索結果」ページから、「検索の変更」をクリックして「拡張検索」ページに戻り、既存の基準を変更でき

ます。「従業員検索結果」ページから、「その他の検索オプション」をクリックして「拡張検索」ページに戻り、既存の基

準を変更できます。次に、「エントリの消去」を選択して前の検索基準を削除できます。

検索動作の理解

人材検索には次の機能が含まれます。

• 「コンピテンシ」ファセットに「マネージャ・コンピテンシ・レーティング」サブファセットが含まれるように拡張されたため、マ

ネージャは従業員のコンピテンシ・レーティングを表示できます。
• 「検索結果」ページに戻るための直観的なパス。
• キーワードの入力中に検索語の提案が表示される、キーワード検索の拡張機能。
• 値の範囲を検索する機能。
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コンピテンシ・マネージャ・レーティング

コンピテンシ・マネージャ・レーティング・ファセットの目的は、すべてのユーザーが特定のコンピテンシを有するユーザーを調

べることができるが、そのコンピテンシのマネージャ・レーティングを表示できるのは適切なセキュリティ権限を持つユーザー

のみであることです。許可されたユーザーが1つ以上のコンピテンシを選択すると、サブファセットとして選択されているコン

ピテンシごとにマネージャ・コンピテンシ・レーティングのリストが表示されます。コンピテンシごとに完全なレーティング基準が

表示され、各基準は顧客構成に応じて異なる場合があります。デフォルト表示では、上位10のコンピテンシがリストされ

ます。10以上を表示する必要がある場合、ユーザーは「追加」を選択してさらに追加できます。

「コンピテンシ」は公開ファセットで、「コンピテンシ・レーティング」はセキュア・ファセットであるため、「コンピテン

シ・レーティング」ファセットの合計人数は、対応する「コンピテンシ」ファセットに表示されている人数より少ない

場合があります。コンピテンシ名は公開人数とともに表示され、コンピテンシ・レーティングはセキュアな人数とと

もに表示されます。

検索結果に戻る

Taleoパフォーマンスでは、ユーザーが「検索結果」ページに戻るための直観的なリンクが表示されます。「検索結果に戻

る」を選択するとユーザーは「検索結果」ページに戻り、入力したキーワード、選択したすべてのファセット値、および拡張

検索基準は保持されます。ユーザーは、1レベル下からナビゲーションに戻ることができます。たとえば、最初の検索で検

出された従業員のタレント・プロファイルにユーザーが移動した場合、「検索結果に戻る」を選択すると「検索結果」ペー

ジに戻ることができます。ただし、ユーザーがタレント・プロファイルからキャリア・プランに移動した場合は、リターン・パスが

失われるため、アプリケーションのリボンに「検索結果に戻る」リンクは表示されません。

ユーザーは、次のページから元の検索結果に戻ることができます。

• タレント・プロファイル

• 目標プラン

• パフォーマンス・レビュー

• キャリア・プラン

• 育成プラン

• タレント・ブラウザ

提案入力

キーワード検索の機能は、ユーザーがテキストの入力中に検索語の提案が表示されるように拡張されました。提案入

力は、ユーザーが3文字以上入力すると表示されます。最も一般的な5つの一致語がリストに表示され、ユーザーはそ

の中から選択するか、またはリストを無視して入力を続行できます。

提案はキーワードに基づきます。このため、"Mic"と入力すると、MichiganとMichelleの両方が表示される場

合があります。

値の範囲の検索

拡張検索基準に数値フィールドや日付フィールドを使用する場合にユーザーが検索機能を拡張できるように、ユーザー

定義フィールド内で値の範囲を指定できるようになりました。たとえば、ユーザーがある従業員の正確な給与額を知る

ことはほとんどないため、給与額の範囲を指定して検索する場合に便利です。あるいは、開始日の範囲を指定する

と、1つの開始日を検索するよりも多くの検索結果が返されるため便利です。

ユーザーは「自」と「至」の値を入力して、目的の範囲を指定する必要があります。Taleoパフォーマンス管理のページに

新しいユーザー定義フィールドを作成し、拡張検索に追加して検索できます。
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値の範囲の検索は拡張検索でのみサポートされ、キーワード検索ではサポートされていません。

従業員に対してキーワード検索または拡張検索を実行した後、表示される検索結果ページでファセット検索オプション

が使用可能になります。各ファセットには、名前、選択肢のリスト、および各選択肢の人数が表示されます。ファセット値

は、各ファセットの項目数に応じて降順に表示され、人数が最も多いファセット値が最初に表示されます。ファセットが使

用されるたびに、ファセットの人数および検索結果は自動的に更新されます。選択されているファセットは前の選択肢が

保持されますが、それ以外のファセットの人数はすべて更新されます。各ファセットには、デフォルトで最大5つの値が表示

され、ユーザーは必要に応じて値を追加できます。

空白のままでキーワード検索は実行できますが、検索基準を入力すると結果が迅速に返されます。

ファセットには、公開とセキュアの2タイプがあります。公開ファセットとセキュア・ファセットがあるのは、従業員のタレント・プ

ロファイルの表示と同じ理由です。組織情報（場所、組織、コンピテンシなど）はすべてのユーザーがアクセス可能な情報

ですが、レビュー・レーティング、ポテンシャルなどのメトリックへのアクセスは従業員のマネージャやHR管理者に制限する

必要があります。ファセットへのアクセスはユーザーによって決まりますが、使用可能なファセットは構成できません。

公開ファセット セキュア・ファセット

• 組織

• 場所

• ジョブ・ロール

• コンピテンシ名 - 名前のみでレーティングは除く

• レビュー・レーティング - これは、タレント・プロファイルのメトリッ

ク「従業員のレーティング」と同じ値です

• マネージャ・コンピテンシ・レーティング（「コンピテンシ」ファセット

のサブファセットとして表示されます）

• ポテンシャル - 「構成可能なメトリック」でアクティブ化/非アク

ティブ化された値

• 離職リスク - 「構成可能なメトリック」でアクティブ化/非アク

ティブ化された値

公開ファセットの値は単純に並べて表示されます。つまり、ファセットの選択肢が階層的でネスト可能な性質がある場

合でも、選択肢は並べて表示されます。たとえば、従業員の場所がフランスのパリである場合、「場所」ファセットにはパ

リとフランスが個々の選択肢としてリストされ、フランスという国の下にパリという市はネストされません。

セキュア・ファセットはユーザー・タイプ権限によって制御されるため、通常、セキュア・ファセットに表示される人数は公開

ファセットの人数より少なくなります。たとえば、マネージャが自分の名前を検索すると、検索結果にはマネージャとその直

属の部下が表示されます。マネージャが「ポテンシャル」セキュア・ファセットを選択すると、マネージャに固有のメトリックを

表示するユーザー・タイプ権限がないため、その選択肢の合計は「組織」ファセットの選択肢の合計人数より少なくなりま

す。

セキュア・ファセットの結果と同様に、セキュア・ファセット自体の使用もユーザー・タイプ権限によって制御されます。通

常、マネージャおよびHR管理者はセキュア・ファセットを表示でき、従業員は表示できません。
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当初のキーワード検索結果

Henry Stevensonが「savard」をキーワード検索をする

と、Julia Savardとその直属のすべての部下（Henryを含む）が

表示されます。公開ファセットには、検索で返されたすべての従

業員に対応する値が表示されます。ファセットの選択肢は並べて

表示されるため、ここではカナダとケベックが個々にリストされてい

ます。

現在、Henryは、検索結果に表示されている2名の従業員のマ

トリックス・マネージャであるため、ユーザー権限によって、この2名

のセキュア・ファセット値のみにアクセスできます。このため、検索で

は7名のユーザーが返されましたが、表示される人数は2名のみ

です。

ファセット検索結果

Henryが「ポテンシャル」 > 「低」セキュア・ファセットを選択する

と、Henryが選択したファセットを除き、すべてのファセットが検索

結果リストとともに更新されます。

キーワード検索のフィールド

ユーザーのアカウントの個人情報フィールド、およびテキストが入力可能なタレント・プロファイルの一部のフィールド（学

歴、職務経歴、資格の詳細など）は、キーワード検索の実行時にチェックされます。
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場所を使用してキーワード検索を実行した場合は、ユーザー・アカウントの個人情報の住所詳細が使用さ

れます。これは、タレント・プロファイルの「場所」フィールドや、検索結果の「現在の場所」と異なる可能性があ

ります。また、ジョブ・タイトルの検索では個人情報から検索されるため、ユーザーのタレント・カードやタレント・プ

ロファイルのポジション名と異なる場合があります。

キーワードのフィールド

名 資格 - セレクタから選択した資格

姓 その他の資格 - 手動で入力した資格

ユーザー名 - ログインに使用する名前 教育機関 - セレクタから選択した教育機関

ジョブ・タイトル その他のジョブ・タイトル

Eメール・アドレス その他の教育機関 - 手動で入力した教育機関

マネージャ プログラム - セレクタから選択したプログラム

場所 その他のプログラム - 手動で入力したプログラム

現在のポジション 郵便番号

組織 ジョブ機能 - 手動で入力したジョブ

国 従業員番号

コンピテンシ名 - これは名前のみで摘要は含まれません。 他の雇用主 - 手動で入力した会社

市区町村 都道府県

雇用主

モジュールへの従業員の追加

検索結果リストから、従業員をタレント・プール、後任プランおよび求人に追加できます。

アクセス権があるモジュール、担当するモジュール、およびシステムで使用可能になっているモジュールに応じて、従業員

を後任プラン、タレント・プール、およびTaleo採用の求人に追加できます。「移動先」メニューにアクセスすると、システム

内のすべての項目が表示されるわけではなく、直接使用できる項目のみ表示されます。

複数の従業員を1つのモジュールに一度に追加できますが、一度に追加できるのは単一のモジュールに対してのみで

す。

モジュールに従業員を追加するには

前提条件

人材検索および3つの各モジュールが使用可能である必要があります。

検索を完了し、従業員のリストが表示されている必要があります。

タレント・プールの場合は、「共通」 > 「プール」 > 「管理」の順に移動する必要があります。
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「Taleoパフォーマンス」 > 「検索結果」

ステップ

1. 「従業員」列から1名の従業員を追加するには、 をクリックして「移動先」メニューを表示し、手順3に進みま

す。

2. 複数の従業員を追加するには、追加する各従業員のチェック・ボックスを選択し、「アクション」 をクリックして

手順3に進みます。

3. 該当するモジュールを選択します。

• 現在の後任プランに追加 - 必要に応じて任意の列でソートしてプランを選択し、「選択」をクリックします。

• タレント・プールに追加 - プールを選択し、「選択」をクリックします。

• 求人に追加 - TaleoパフォーマンスおよびTaleo採用へのアクセス権を持つユーザーを参照する「採用担当

者」列を含む求人を選択し、「選択」をクリックします。

4. 確認メッセージ・ボックスで「はい」をクリックして、従業員の追加を確認します。

結果

従業員がモジュールに追加されます。

コンテキスト内での検索

人材検索は後任プランおよびタレント・プール内から開始でき、さらに、検索したユーザーを現在のプランまたはプールに

直接追加できます。

後任プランまたはタレント・プール内では、ユーザーの追加を選択すると「ユーザー・セレクタ」が表示され、拡張検索を選

択すると人材検索のすべてのオプションが表示されます。拡張検索の結果が表示されると、現在のプランまたはプールに

ユーザーを直接追加でき、別のモジュールまたは求人にユーザーを追加することもできます。

後任プランで人材検索を実行するには

前提条件

「Taleoパフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 該当する従業員を選択し、その従業員のプランを表示します。

2. をクリックし、「拡張検索のオープン」を選択します。

ユーザーの追加を選択すると、「ユーザー・セレクタ」が表示されます。

3. 結果のフィルタ処理に使用する基準を選択し、「検索」をクリックします。

4. 「従業員」列から1名のユーザーを追加するには、 をクリックして「移動先」メニューを表示し、「現在の後任プ

ランに追加」を選択します。

5. 複数のユーザーを追加するには、追加する各ユーザーのチェック・ボックスを選択し、「アクション」 をクリックし

て「現在の後任プランに追加」を選択します。

選択したユーザーの中にすでにプラン・メンバーが存在すると、「現在の後任プランに追加」オプションは使用可能

になりません。
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結果

ユーザーがランク外の後任者として後任プランに追加されます。 をクリックすると、プランに戻ることができます。

タレント・プールで人材検索を実行するには

前提条件

[クイック・リンク]タレント・プール

ステップ

1. タレント・プールを選択すると、「メンバー」タブが表示されます。

2. をクリックし、「拡張検索のオープン」を選択します。

「メンバーの追加」を選択すると、「ユーザー・セレクタ」が表示されます。

3. 結果のフィルタ処理に使用する基準を選択し、「検索」をクリックします。

4. 「従業員」列から1名のユーザーを追加するには、 をクリックして「移動先」メニューを表示し、「現在のプールに

追加」を選択します。

5. 複数のユーザーを追加するには、追加する各ユーザーのチェック・ボックスを選択し、「アクション」 をクリックし

て「現在のプールに追加」を選択します。

選択したユーザーの中にすでにプール・メンバーが存在すると、「現在のプールに追加」オプションは使用可能にな

りません。

結果

ユーザーがプールに追加されます。 をクリックすると、プールに戻ることができます。

キーワードのブール演算子の理解

効率的に検索を行うには、ブール演算子の動作を理解することが重要です。

演算子 摘要

ワイルドカード キーワード検索の用語を入力すると、その用語は最初と最後にワイルドカード文字が

追加された検索用語として扱われます。たとえば、smithを検索すると、*smith*と入力

したのと同様に扱われ、naismith、smithers、wordsmitheryなどの一致語が返され

ます。

AND、OR、NOTを使用する検索用語にこの動作が適用されると、全体が1つの検

索用語として扱われます。つまり、最初の語の最初の文字の前、および最後の語の最

後の文字の後にワイルドカード文字が追加されます。たとえば、son AND steを検索

すると、Karson Stewart、Alan Stephensonなどの一致語が返されます。son OR
steを使用すると、Emily Jackson、Madison White、Steven Brownなどの結果が

返されます。

検索用語と演算子の間にスペースがない場合は、ワイルドカード文字

「*」を明示的に入力する必要があります。たとえば、(ara OR Jenkins)
OR (Dec)を検索すると、Gordon JenkinsおよびIsabelle Martinが
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演算子 摘要

返されます。(*ara or Jenkins) OR (Dec*)を検索すると、Gordon
Jenkins、Isabelle Martin、Barbara SimmonsおよびMichael
Deckerが返されます。

AND
デフォルトでは、用語がAND演算子で（透過的に）リンクされ、検索用語にAND演算

子を含む場合も、二重引用符で検索用語を囲んだ場合も結果は同じです。たとえ

ば、Arthur Vandele、Vandele AND Arthurおよび"Arthur Vandele"は、すべて同

じ結果が返されます。

OR OR演算子を使用すると、ANDのデフォルト動作よりも拡張した検索を実行できます。

いずれかの用語を含むユーザーが検索結果に返されます。

NOT NOT演算子は、検索から特定のキーワードを除外します。複数の用語を除外する

場合は、Smith NOT Michael NOT Gabのように複数のNOT演算子を使用する

か、Smith NOT (Michael or Gab*)のようにカッコを使用します。

二重引用符 二重引用符は、特定のキーワード・セットを検索するのに使用します。たとえ

ば、"Arpad Budapest Analyst"の場合は、これら3つの語がプロファイルに関連付け

られているユーザーのみ返されます。複数のANDを使用する場合と同じ動作ですが、

最初と最後の文字にワイルドカード演算子が自動的に添付されることはありません。

カッコ カッコで囲まれた検索問合せは他の検索より前に実行されるため、より複雑な検索が

可能になります。短い検索を複数作成し、それを連結して長い問合せを効率的に作

成できます。

たとえば、名前、場所およびジョブ・タイトルを検索する場合は、(*son OR *sen)
AND (Copenhagen or Malmo) AND (Analyst)のように、カッコで囲まれた3つの検

索を1つの長い検索に連結できます。
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チーム管理の使用

チーム管理

チーム管理は、従業員変更を実行し、従業員-マネージャ関係に関する情報を保守するためのセルフサービス・ツール

を、マネージャに提供します。

マネージャは、タレント・ブラウザで自分のチームのメンバーについて変更を要求できます。マネージャは、自分のチームの

個人を指定して他のマネージャによる管理を要求したり、自分のチームではない他の個人を自分の直属の部下に追加

することができます。このプロセスの一部として、マネージャは従業員に関するデータを更新することもできます。

マネージャは、チーム管理の標準フィールド構成に応じて、従業員のマネージャ、現在のジョブ・ロール、場所および組織

を編集できます。これらの変更は承認を要求するように構成できます。このような場合は、構成の一部として、承認ワー

クフローを指定する必要があります。

自分のチームから直属の部下を削除する際に新しいマネージャの名前が不明の場合、マネージャはマネージャ名を空

白のままにしておくことができます。HR管理者は、要求を承認するために、その従業員を新しいマネージャに割り当てる

必要があります。

次に、実行可能なチーム管理アクションのリストを示します。

• 他のチームからの従業員の追加

• マトリックス・マネージャの追加

• 従業員のマネージャを変更し、その従業員を他のチームに移動

• 従業員の組織の変更

• 従業員の場所の変更

• 従業員のジョブ・フィールドの変更

各変更タイプは承認を要求するように設定できますが、変更の処理には常に理由が必要です。

要求または否認されたすべての変更は、タレント・ブラウザにある従業員のカードに表示されます。

利点

• この機能の価値は、このタイプの重要な従業員/マネージャ関係データを保守する際の使いやすさにあります。データ

の品質と正確性は、使いやすいセルフサービス機能をマネージャに提供することで向上します。これを管理するため

のワークフローを提供することで統治機能を提供し、各プロセスにHRが適切に関与していることを確認します。

• Taleoは、組織によるレコード・システムのクリーン・アップを容易にするツールであり、タレント管理の目的でそのレコー

ド・システムへの上書きを可能にする機能でもあります。これによって、少なくともこの特定のデータに対して、レコー

ド・システムとなる機能を交互に提供できます。これは特に、TCCと組み合された場合に当てはまります。TCCは、

この情報をマネージャ関係（タイムシート、経費承認など）に依存している任意の数のシステムにフィードする機能

をTaleoに提供しています。

自分のチームへの従業員の追加

従業員を自分のチームに追加することで、マネージャは、別のチームから自分のチームに従業員を移動できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]タレント・ブラウザ
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ステップ

1. 必要な従業員カードで をクリックし、「従業員の追加...」を選択します。

2. 「従業員の追加」ウィンドウで、 をクリックして「ユーザー・セレクタ」を表示します。

3. 直属の部下やネットワーク内から、または一般的なキーワード検索を使用して、従業員を検索します。

4. 対応する従業員名のリストで、対象となる名前をクリックしてハイライトし、「選択」をクリックします。

5. 必要な場合は、対応するチェック・ボックスをクリックし、次に をクリックして関連するセレクタをオープンすること

で、従業員の現在の組織、場所またはジョブ・フィールド（あるいはそのすべて）を変更します。

6. 従業員名を選択した場合と同様の方法で各変更を進めます。

結果

承認が必要な場合は、従業員の追加要求を送信して承認を受け、要求の指定どおりに新しい従業員を適切なマ

ネージャに追加します。

自分のチームからの従業員の削除

ステップ

1. タレント・ブラウザから、自分のチームから削除する従業員のカードを検索します。

2. 対応する従業員カードで をクリックし、「従業員変更の要求...」を選択します。

• 新しいマネージャの名前が不明の場合は、「マネージャ」フィールドを空白のままにすることもできます。

3. 「従業員変更の要求」ウィンドウで「マネージャ」オプションを選択し、 をクリックして「従業員セレクタ」を表示し

ます。

4. 直属の部下やネットワーク内から、または一般的なキーワード検索を使用して、従業員を検索します。

5. 対応する従業員名のリストで、対象となる名前をクリックしてハイライトし、「選択」をクリックします。

6. 必要な場合は、対応するチェック・ボックスをクリックし、次に をクリックして関連するセレクタをオープンすること

で、従業員の現在の組織、場所またはジョブ・フィールド（あるいはそのすべて）を変更します。

従業員変更の要求

前提条件

従業員を別のチームに移動するように要求するとき、チーム管理構成に応じて、ジョブ・ポジションも移動する場合

と、現在のマネージャに残る場合があります。

ステップ

1. タレント・ブラウザから、変更を実行する従業員のカードを検索します。

2. 従業員カードで をクリックし、「従業員変更の要求...」を選択します。

3. 「従業員変更の要求」ウィンドウで、該当するチェック・ボックスをクリックして実行する変更を指定し、次に新しい

情報を指定します。

従業員を別のチームに移動するとき、新しいマネージャが不明な場合は、「マネージャ」フィールドのみ空白のまま

にできます。このような状況の場合、要求はHR管理者に自動的に送信されます。

変更を適用する前に承認が必要な場合は、変更タイプごとに指示されます。
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4. 理由（必須）を入力して、変更の理由を説明します。

5. 「OK」をクリックします。

結果

従業員のカードの下部に、要求された変更のステータスを示す情報バーが表示されます。変更要求が否認された

場合は、 インジケータが表示されます。これは、否認詳細を表示して、否認を確認するか、または要求を変更し

て再提出する必要があることを示します。変更が承認されると、情報バーは表示されません。

承認が必要ない場合、変更は即時に実行されます。

従業員が別のチームに移動した場合、新しいマネージャはこの従業員の情報と履歴に対して完全なセキュリティ権

限を持ちます。前のマネージャは従業員やその履歴にアクセスできなくなります。このルールの例外は、前のマネージャ

に従業員に関連したオープンしているレビューがある場合です。この場合、前のマネージャはレビューの作成者とみな

され、所有権を保持します。

次ステップ

従業員変更を要求した後に、変更を要求したユーザーが必要と判断した場合は従業員変更を取り消すことができ

ます。

従業員変更要求の取消

前提条件

変更要求を取消できるのは承認を必要とする要求のみで、当初、変更を要求したユーザーのみが実行できます。

ステップ

1. タレント・ブラウザから、取り消す変更に対応する従業員カードを検索します。

カードには、変更または移動を要求したことを示す変更情報バーが表示されます。

2. 対応する従業員カードで をクリックし、「変更要求詳細の表示...」を選択します。

3. 「変更要求詳細」ウィンドウで、「要求の取消」をクリックします。

結果

変更要求が取り消され、従業員のカードに変更情報バーが表示されなくなります。

否認された従業員変更の確認

ステップ

1. タレント・ブラウザから、 インジケータが表示されている従業員カードを検索します。

2. 対応する従業員カードで をクリックし、「否認詳細の表示」を選択します。

3. 「否認詳細」ウィンドウで、次のいずれかを実行します。

• 否認を受け入れ、詳細を表示したことを示す場合は、「確認」をクリックします。

• 「従業員変更の要求」ウィンドウを表示して別の要求を提出する場合は、「再提出」をクリックします。

• 何もしない場合は、「クローズ」 をクリックします。

結果

「確認」または「再提出」を選択すると、カードの変更情報バーは非表示になります。
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チーム管理のフィールド

次の表に、チーム管理機能に関連するすべてのユーザー・インタフェース・エレメントを示します。表内の各エントリは、エ

レメント、摘要、およびそのエレメントが適用されるアプリケーションの部分です。

UIエレメント 摘要 適用先 機能

承認が遅れています 確認されていない承認要求を過去の期日とともに表

示するフィルタ・オプション。

チーム管理 承認要求のフィルタ

承認ステータス 承認要求をその承認ステータスに従って表示するフィ

ルタ・オプションで、次のいずれかです。

• 設定なし - 承認ステータスに関係なくすべての要

求が表示されます。

• 承認処理中 - 承認されていない保留中の要求

が表示されます。

• 承認済 - 要求は現在表示されず、承認済の要

求は表示されません。

• 否認済 - 否認された要求が表示されます。

チーム管理 承認要求のフィルタ

割当先 特定のユーザーに割り当てられた承認要求を表示す

るフィルタ・オプション。変更要求の場合、承認者は割

当先です。

チーム管理 承認要求のフィルタ

変更要約 要求されている従業員変更が、組織、場所、ジョブ・

フィールドまたはジョブ・ロールの変更に関連する場合

の表示。

チーム管理 承認要求

消去 すべてのフィルタをnullにリセットするボタン。 チーム管理 承認要求のフィルタ

期日 変更の要求日付に従って自動的に設定された日

付。

チーム管理 承認要求

従業員 特定の従業員に関連した承認要求を表示するフィル

タ・オプション。

チーム管理 承認要求のフィルタ

従業員 変更の要求対象となった従業員の名前。 チーム管理 承認要求

立案マネージャ 従業員の変更を要求したマネージャの名前。 チーム管理 承認要求

ジョブ・フィールド 特定のジョブ・フィールドに関連した承認要求を表示

するフィルタ・オプション。

チーム管理 承認要求のフィルタ

ジョブ・ロール 特定のジョブ・ロールに関連した承認要求を表示する

フィルタ・オプション。

チーム管理 承認要求のフィルタ

ジョブ・ロール 変更する従業員のジョブ・ロールを要求するために使

用するオプション。

チーム管理 従業員変更要求

理由 変更の理由を入力するためのテキスト・ボックスで、理

由は保存する変更要求に対して必須です。

チーム管理 従業員変更要求

場所 特定の場所に関連した承認要求を表示するフィル

タ・オプション。

チーム管理 承認要求のフィルタ
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UIエレメント 摘要 適用先 機能

場所 変更する従業員の場所を要求するために使用するオ

プション。

チーム管理 従業員変更要求

管理対象 特定のマネージャによって開始された承認要求を表

示するフィルタ・オプション。

チーム管理 承認要求のフィルタ

マネージャ 従業員を他のチームに移動するときに、変更する従

業員のマネージャを要求するために使用するオプショ

ン。自分のチームから従業員を削除するときに移動

先がまだ不明の場合、その従業員はマネージャの指

定なしでも移動できることに注意してください。

チーム管理 従業員変更要求

新規マネージャ 従業員を他のチームに移動した際のターゲット・マネー

ジャの名前。

チーム管理 承認要求

組織 特定の組織に関連した承認要求を表示するフィル

タ・オプション。

チーム管理 承認要求のフィルタ

組織 変更する従業員の組織を要求するために使用するオ

プション。

チーム管理 従業員変更要求

リフレッシュ 選択したフィルタに基づいて検索を実行し、対応する

要求を結果グリッドに表示するボタン。

チーム管理 承認要求のフィルタ

ページ当たりの結果数 1ページに同時に表示する承認要求数（ページ当たり

最大40）を選択できるドロップダウン・リスト。

チーム管理 承認要求

ステータス 要求の承認ステータスで、「承認処理中」、「承認

済」、「否認済」または「未承認」（承認プロセスが取り

消された場合に発生）のいずれかです。

チーム管理 承認要求
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マトリックス管理の使用

マトリックス管理

マトリックス管理を使用すると、プライマリ・マネージャのかわりにレビュー、目標および他のタスクに参加できるマトリックス・

マネージャやプロキシ・マネージャに、従業員を特定の期間割り当てることができます。

マトリックス管理は、従来の直線的な管理構造ではなく一連の二重レポート関係を介して、組織（より一般的には、組

織の一部）を管理する1技法です。この技法による最も簡単なフォームのマトリックス構成は、部門横断ワーク・チームと

呼ばれることがあり、これによって、企業の異なる部署に所属する複数の個人を、特定のプロジェクトまたはタスクを完成

させるためにまとめます。他には複数の監督者が管理する従業員の例があり、この場合、プライマリ・マネージャは自分の

従業員に対してマトリックス・マネージャを指定しています。このような場合、マトリックス・マネージャは、割り当てられた従

業員に関連するタスク（パフォーマンス・レビューの記述、目標プランの承認、または育成アクティビティの割当など）に参

加する必要があります。

マトリックス管理機能は、次のような重要な管理機能を備えています。

• マネージャは、自分の作業責任と管理タスクを、自分にかわって行動するマトリックス・マネージャと共有できます。

• マネージャまたはHR管理者は、臨時のリソース・マネージャを指名できます。プライマリ・マネージャが不在または出張

中の場合、そのタスクとパフォーマンス管理の機能は、マトリックス・マネージャが実行します。

• マトリックス・マネージャは、部門を越えたチームで作業する従業員のパフォーマンス管理機能に参加できます。マト

リックス・マネージャは、レビューに参加する権限を付与され、さらに、すでにレビュー協力者である必要があることに注

意してください。

マトリックス・マネージャは、セキュリティ関係にもマトリックス・マネージャとして追加されます。つまり、マトリックス・マネージャ

には、所有権とマトリックス・マネージャ・セキュリティ・アクセスの両方があります。

マトリックス・マネージャは、レビュー、目標、育成プラン、後任プランなど、様々なパフォーマンス管理プロセスに参加でき

ます。プライマリ・マネージャのタスクおよびアクションを実行することで参加したり、これらのプロセスに直接入力を提供して

参加することができます。ただし、従業員レビューを編集または記述するマトリックス・マネージャは、レビュー協力者として

も割り当てる必要があります。

Taleoパフォーマンスでのマトリックス管理はタレント・ブラウザを介して実行され、次の機能を備えています。

• 委任従業員の表示 - マトリックス・マネージャは、組織図のこの表示を使用して、自分に委任されているすべての従

業員を点線で表示できます。委任従業員パフォーマンス・カードは、それぞれのマトリックス・マネージャの数も示しま

す。

• マトリックス管理関係の管理 - ユーザーは、「マトリックス・マネージャの管理」アクションを介して、マトリックス・マネー

ジャを自分の従業員のすべてまたは一部に指定して自分のタスクを割り当てることができます。マトリックス・マネー

ジャを管理する場合、マネージャは、割り当てたマトリックス・マネージャを追加または削除する他に、各マトリックス・マ

ネージャに委任した従業員のリストを表示できます。

• タスク委任 - マネージャが自分のタスクをマトリックス・マネージャに委任することを選択した場合、通常はプライマリ・マ

ネージャに委任するタスクもマトリックス・マネージャに送信されるため、それらのタスクはプライマリ・マネージャとマトリッ

クス・マネージャ両方のタスク・リストに表示されます。委任されたタスクは委任従業員に関連したタスクで、たとえば、

プライマリ・マネージャに送信されたネットワークへの招待などのタスクがマトリックス・マネージャに委任されることはあり

ません。元のマネージャまたはマトリックス・マネージャによってタスクが完了した後、そのタスクは完了とみなされてタス

ク・リストから削除されます。



従業員の管理 · 86

• レビュー承認者としてのマトリックス・マネージャ - マトリックス・マネージャは、レビューの承認ワークフローで承認者タイ

プとして選択できます。このようなシナリオでのマトリックス・マネージャは、レビューがワークフローの承認ステージに達し

たときに通知され、そのレビューを必要に応じて承認/否認できます。

• 委任従業員の検索 - マトリックス・マネージャに指定されたユーザーは、ユーザー・セレクタを使用して委任従業員の

中から個人を検索できます。

マトリックス・マネージャは、様々なタスクとアクションを実行できます。マトリックス・マネージャがタスクを受信して関連する

アクションを完了するためには、プライマリ・マネージャも自分のタスクをマトリックス・マネージャに委任しておく必要がありま

す。次の表に、マトリックス・マネージャが実行できるすべてのアクション、およびレビュー協力者に許可されているアクション

を示します。

タスクまたはアクション 協力者が実行できるタスク マトリックス・マネージャが実行できるタスク*

従業員レビューの記述（一次、否認済ま

たは再度開始されたレビュー）

可 不可

承認のために提出 不可 可

承認の再オープン 不可 可

承認の決定 不可 不可（レビュー・ワークフローでマトリッ

クス・マネージャが承認者として定

義されている場合、または元の承

認者が自分のタスクをこのマトリック

ス・マネージャに委任した場合を除く）

従業員レビューのリリース 不可 可

確認の要求 不可 可

確認 不可 不可

レビュー・プロセス定義で「マネージャ

に従業員の確認内容の上書きを許

可」設定がアクティブな場合でも、

マトリックス・マネージャは従業員の

かわりにレビューを確認できません。

レビューを従業員に返送 不可 可

レビューの取消 不可 不可

レビューの転送 不可 不可

レビュー協力者の管理 不可 不可

タスク・リストを使用して「従業員レビュー

の記述」または「承認の再オープン」タスク

を通知

可 可

タスク・リストを使用して「承認のために提

出」、「リリース」、「確認の要求」または「ク

ローズ」タスクを通知

不可 可
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*レビューの作成前にマトリックス関係が作成された場合、マトリックス・マネージャはレビュー協力者として自動的に追加

されるため、協力者に許可されているタスクを実行できることに注意してください。

マトリックス・マネージャは、プライマリ・マネージャと同様に、次の条件下ではレビューを従業員に返送する権限を付与さ

れます。

• レビューが「ドラフト」ステータスで、承認のために提出されていない場合

• レビュー要求構成で、このアクションが（設定「マネージャにレビュー・ワークフローの再開を許可」を介して）可能である

ことが示されている場合

HR管理者は、マトリックス管理のオプションを次のように構成できます。

• マネージャがすべての対象範囲に対して作成したマトリックス管理関係の表示、編集および削除。

• マネージャにかわって実行する、すべての対象範囲に対する新しいマトリックス管理関係の作成。次に、マネージャに

は、HR管理者が作成したこれらのマトリックス関係を表示、編集および削除する権限が付与されます。

委任従業員の表示

ステップ

[クイック・リンク]タレント・ブラウザを選択し、スコープが「直属の部下」に設定されていることを確認します。

結果

委任従業員がいる場合は、マトリックス管理関係を示す点線を使用して表示されます。

従業員に対するマトリックス・マネージャの指定

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

このアクションを使用できるのは接続済のマネージャのみで、自分のパフォーマンス・カード（階層内で最上位のカード）

からのみ実行できます。

ステップ

1. 自分のパフォーマンス・カードから、「移動先」メニューの「マトリックス・マネージャの管理」を選択します。

2. 「マトリックス・マネージャの管理」ウィンドウで、 をクリックします。

3. 「マトリックス・マネージャ」ウィンドウで、 ツールを使用してマトリックス・マネージャの名前を選択します。

a) 「ユーザー・セレクタ」で、検索のタイプを指定し、次に検索結果からマトリックス・マネージャを選択します。

b) 「選択」をクリックします。

「マトリックス・マネージャ」ウィンドウに戻ると、選択した個人の名前が「マトリックス・マネージャ」フィールドに表示さ

れます。

4. マトリックス管理関係の期間を入力します。

5. 関連するオプションを選択して、この個人に自分のタスクを委任するかどうかを示します。

6. このマトリックス・マネージャに委任する従業員を指定します。

a) をクリックします。

b) 「ユーザー・セレクタ」で、検索のタイプを指定し、次に検索結果から委任した従業員を選択します。
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c) をクリックし、選択した従業員を確実に選択リストに移動します。

d) 選択した委任従業員の直属の部下も含める場合は、関連するオプションを選択します。

e) すべての従業員を選択した後は、「選択」をクリックします。

7. 「マトリックス・マネージャ」ウィンドウに戻って情報を確認し、「OK」をクリックして保存します。

8. 「マトリックス・マネージャの管理」ウィンドウに戻って「クローズ」をクリックします。

結果

マトリックス管理関係は定義されています。特定の期間中に発生するタスクは、元のマネージャとマトリックス・マネー

ジャの両方に送信され、それぞれのタスク・リストに表示されます。

マトリックス管理関係の終了

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]タレント・ブラウザ

このアクションを使用できるのは接続済のマネージャのみで、自分のパフォーマンス・カード（階層内で最上位のカード）

からのみ実行できます。

ステップ

1. 自分のパフォーマンス・カードから、「移動先」メニューの「マトリックス・マネージャの管理」を選択します。

2. 「マトリックス・マネージャの管理」ウィンドウで、削除するマトリックス・マネージャを選択して をクリックします。

3. 「クローズ」をクリックします。

結果

マトリックス・マネージャが削除され、確立したすべてのマトリックス管理関係も削除されます。

マネージャのためのマトリックス管理関係の管理

前提条件

• ユーザーはHR管理者である必要があります。

• ユーザーには、権限「パフォーマンス」 > 「チーム管理」 > 「管理ツールにアクセス」が必要です。

• 設定「構成」 > [SmartOrg]設定 > 「マトリックス管理の使用可能」が「はい」に設定されている必要があります。

ステップ

1. Taleoパフォーマンスのホーム・ページから、マトリックス管理関係を表示、作成、編集または削除するマネージャ

としてログインします。

2. そのマネージャのタレント・ブラウザから、そのマネージャのパフォーマンス・カードの「移動先」メニューをオープンし

て、「マトリックス・マネージャの管理」を選択します。

3. 「マトリックス・マネージャの管理」ウィンドウで、目的のアクションを実行します。

• このマネージャに新しいマトリックス・マネージャを割り当てるには、 をクリックします。「マトリックス・マネー

ジャ」ウィンドウで、マトリックス管理関係の有効期間を指定し、このマトリックス・マネージャにタスクを委任する

かどうかを示し、このマトリックス・マネージャに委任する従業員を選択します。

• 既存のマトリックス管理関係を表示または編集するには、希望のマトリックス・マネージャを選択し、コンテキス

ト・メニューから「詳細の表示...」を選択します。必要な場合は、変更内容を入力して保存します。
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• マトリックス・マネージャを削除するには、希望のマトリックス・マネージャを選択して をクリックします。

4. タスクを完了した後は、「マトリックス・マネージャの管理」ウィンドウをクローズします。

結果

マトリックス管理関係タスクは、要求に従って実行され、自動的に適用されます。
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HR管理者による従業員の使用

承認要求のフィルタ処理

HR管理者は、承認要求のフィルタ処理を使用して、ペンディング中の後任プラン、従業員目標プラン、パフォーマンス・

レビューおよび従業員変更要求を承認ステータス別にソートして、承認を否認、承認または取り消すことでアクションを

実行できます。

前提条件

承認要求がペンディングである（つまり、権限を持つ承認者がアクションを実行できない）かぎり、HR管理者はすべて

の承認要求を表示できます。

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]パフォーマンス・レビュー

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]後任プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]目標プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]チーム管理

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]育成プラン

ステップ

1. 表示またはアクションを実行する要求に応じて「フィルタ」パネルからフィルタの組合せを使用して、結果に表示す

るエレメントを指定します。次にいくつかの例を示します。

• 承認ステータスに応じて要求を表示するには、必要な承認ステータスを選択リストで選択します。

• 遅延している承認のみを表示するには、対応するオプションを選択します。

• 特定のユーザーに割り当てられた承認要求を表示するには、 をクリックし、そのユーザーの名前を「割当

先」フィールドで選択します。

• 特定の組織、場所、ジョブ・フィールドまたはジョブ・ロール、従業員、在職者、レビュー・サイクル、またはその

他のフィルタ・オプションに関連する承認要求を表示するには、対応する をクリックして必要なエレメントを

選択します。

フィルタ・オプションの説明は、「パフォーマンス・レビューのフィールドおよびボタン」など、承認要求のタイプに関連し

たフィールドおよびボタンに関する項を参照してください。

2. すべてのフィルタを指定した後、「リフレッシュ」をクリックして該当する承認要求を結果セクションに表示します。

3. 必要な場合は、一度に表示される結果数がより多くまたは少くなるように、1ページ当たりの結果数を変更でき

ます。

結果

「フィルタ結果」セクションには、指定したフィルタに該当する承認要求が表示されます。ページのステータス・バーに

は、総数に対する表示済の要求数が表示されます。

次ステップ

フィルタ処理された承認要求を表示した後は、要求の承認または否認や承認プロセスの取消を実行したり、従業

員変更の場合はターゲット・マネージャを指定でき、あるいはパフォーマンス・レビューの場合は現在ペンディング中のス

テップを完了できます。
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従業員変更要求詳細の表示

従業員変更要求詳細の表示によって、HR管理者は変更を要求した個人の名前、変更の件名と理由を確認できま

す。

前提条件

「HR管理ツール」 > 「チーム管理」

ステップ

1. 要求詳細を表示する従業員を表示するために、要求をフィルタ処理します。

2. 結果グリッドで、希望の従業員の名前をクリックします。

3. 情報を表示した後は、「クローズ」をクリックして結果ビューに戻ります。

承認詳細の表示

承認詳細を表示すると、HR管理者は、承認要求が割り当てられた日付とその期日、および可能なすべての承認者の

名前を確認できます。

前提条件

承認要求がペンディングである（つまり、権限を持つ承認者がアクションを実行できない）かぎり、HR管理者はすべて

の承認要求を表示できます。

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]パフォーマンス・レビュー

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]後任プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]目標プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]チーム管理

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]育成プラン

ステップ

1. 目的の承認詳細のエレメントを表示するために、要求をフィルタ処理します。

2. 目的のエレメントの名前の横にある をクリックして「移動先」メニューをオープンし、「承認詳細の表示」オプショ

ンを選択します。

3. 「承認詳細」ウィンドウに、割当日と期日、可能なすべての承認者など、承認に関する情報が表示されます。

4. 情報を表示した後は、「クローズ」をクリックして結果ビューに戻ります。

ターゲット・マネージャの割当

ターゲット・マネージャの割当は、従業員をチーム間で移動する要求があり新しいチームのマネージャが未指定の場合

に、HR管理者が実行するタスクです。

前提条件

このタスクを使用するには、変更が、その変更を要求した個人による新しいマネージャの指定がないチーム変更に関

連している必要があります。

「HR管理ツール」 > 「チーム管理」



従業員の管理 · 92

ステップ

1. 新しいマネージャを指定する変更要求を表示するために、承認要求をフィルタ処理します。

2. 結果グリッドで、対応する従業員の名前の横にある をクリックして「アクション」メニューをオープンし、ターゲット・

マネージャの変更を選択します。

3. マネージャの割当ウィンドウで、 をクリックして、新しいマネージャを選択します。

4. マネージャが選択されその名前が表示された後は、「OK」をクリックします。

5. アクションが正常に完了した場合は確認メッセージが表示されるため、「クローズ」をクリックする必要があります。

結果

指定したマネージャの名前が「新規マネージャ」列に表示されます。

承認要求の受入

承認要求の受入は、基本的には要求された承認を実行することにあります。

前提条件

承認を決定するには、承認が要求されている必要があります。

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]パフォーマンス・レビュー

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]後任プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]目標プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]チーム管理

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]育成プラン

ステップ

1. 承認するエレメントを表示するために、承認要求をフィルタ処理します。

2. 結果グリッドで、1名以上の従業員を選択します。

• 1つのエレメントのみを承認するには、該当するエレメント名の横にある をクリックします。

• 複数のエレメントを一度に承認するには、該当するエレメントを1つずつ選択するか、または対応する列ヘッ

ダーを選択してページ内のエレメントをすべて選択します。

3. 「アクション」メニューから「承認の決定」を選択します。

4. 「要求の承認」ウィンドウで、「承認」を選択し、必要なコメントを入力します。

選択したすべてのエレメントを承認できない場合は、「部分アクション」ウィンドウが表示され、承認可能でないエ

レメントがリストされます。

5. 「OK」をクリックします。

結果

承認すると、その要求はタスク・リストに表示されなくなります。

承認要求の否認

承認要求の否認は、要求された承認を受け入れないことを意味します。

前提条件

承認を決定するには、エレメントの承認が進行中である必要があります。
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「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]パフォーマンス・レビュー

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]後任プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]目標プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]チーム管理

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]育成プラン

ステップ

1. 承認を否認するエレメントを表示するために、承認要求をフィルタ処理します。

2. 結果グリッドで、1名以上の従業員を選択します。

• 1つのエレメントの承認のみ否認するには、該当するエレメントの名前の横にある をクリックします。

• 複数のエレメントの承認を一度に否認するには、該当するエレメントを1つずつ選択するか、または対応する

列ヘッダーを選択してページ内のエレメントをすべて選択します。

3. 「アクション」メニューから「承認の決定」を選択します。

4. 「承認の要求」ウィンドウで、「否認」を選択し、必要なコメントを入力します。

5. 「OK」をクリックします。

結果

承認要求は、否認された後もリスト内に保持されますが、ステータスは「否認済」になります。

承認要求の取消

承認要求の取消は、承認プロセスが割り当てられていなかったかのように、承認プロセス全体を終了することにあります。

前提条件

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]パフォーマンス・レビュー

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]後任プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]目標プラン

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]チーム管理

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]育成プラン

ステップ

1. 承認要求を取り消すエレメントを表示するために、承認要求をフィルタ処理します。

2. 結果グリッドで、1名以上の従業員を選択します。

• 1つのエレメントの承認のみ否認するには、該当するエレメントの名前の横にある をクリックします。

• 複数のエレメントの承認を一度に否認するには、該当するエレメントを1つずつ選択するか、または対応する

列ヘッダーを選択してページ内のエレメントをすべて選択します。

3. 「アクション」メニューから「承認プロセスの取消」を選択します。

4. 取消の確認を求めるメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックします。

選択したすべてのエレメントを取消できない場合は、「部分アクション」ウィンドウが表示され、承認を取り消せな

いエレメントがリストされます。

結果

取消を実行すると、その承認要求は表示されなくなります。
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ネイティブ・レポート

Taleoパフォーマンスから別のモジュールに移動したり、特別なアクセス権を使用することなく、Taleoパフォーマンス内で

事前定義のレポートを実行できます。これによって、目標プラン・ステータス、パフォーマンス・レビュー詳細など、共通の

主題ですばやく簡単にレポートを生成できます。

ネイティブ・レポートでは、使用可能なテンプレートに基づいてレポートに含める従業員およびレポートする主題を単純に

選択することで、マネージャはモジュール内からレポートを発行できます。

レポートはタレント・ブラウザから使用可能で、表示する場合と同じ組織範囲レベルでレポートするように選択できます。

「パフォーマンス・レビュー」リスト、「検索結果」、「タレント・プール」または「タレント・プロファイル」でもレポートを選択でき

ます。12Aのレポートは単一言語ですが、その後のリリースでは複数言語がサポートされる予定です。デフォルトでは、レ

ポートはTaleoパフォーマンスで使用できますが、追加の構成とともに添付としてEメールで送信することも可能です。

標準的な事前定義のレポートはTaleoカスタマ・サポートで設定できますが、これらのデフォルトのレポートにはユーザー

定義フィールド（UDF）や会社固有の書式設定は含まれません。カスタム・レポート・テンプレートの作成をTaleoサービ

スに追加で要求する必要があります。

レポート・テンプレート

• 目標プラン・ステータス - 選択した人数に関する目標プランのステータス情報が挿入されます。レポートでは、場所や

組織などの有益な従業員情報とともに、プラン・ステータスと承認日が重点的に取り扱われます。

• 育成プラン・ステータス - 育成プランを取り扱うこと以外は、目標プランと同様です。

• レビュー・ステータス - 選択した人数に関するレビュー・ステータス情報が挿入されます。一般的な従業員情報ととも

に、従業員自己アセスメントおよびマネージャ評価のステータスに有用です。

• レビュー履歴 - 選択した人数に対する履歴パフォーマンス・レビュー・スコアが挿入されます。レポートでは、目標スコ

ア、コンピテンシ・スコアおよび総合レビュー・レーティングが重点的に取り扱われます。

• パフォーマンス・レビュー要約 - 指定のレビュー・サイクルとレビュー要求について、レビュー・ステータス、目標セクショ

ン・スコアおよびコンピテンシ・スコアが挿入されます。

• タレント・プロファイル - ジョブ、職務履歴、スキル、資格、パフォーマンス、育成など、従業員の情報に対する統合

ビューが提供されます。

ネイティブ・レポートでの同様の大きいプロファイル画像

ネイティブ・レポートでは、大きい高品質な従業員写真イメージがヘッダー・セクションに表示されます。これはタレント・プ

ロファイルの「一般」セクションのイメージと同じものです。

• イメージは.gif、.jpgまたは.png形式を使用できます。

• イメージのサイズは256x256ピクセルのパスポート・スタイルです。

タレント・プロファイルに写真を表示したり、ユーザーがタレント・プロファイルに写真をアップロードできるようにするには、いく

つかの構成が必要です。詳細は、「従業員の写真のアップロード」を参照してください。

レポートの実行

レポートの実行には作成が含まれており、その後レポートをプリンタ・サーバーに送信して生成し、Taleoパフォーマンスま

たはEメール経由で表示します。

• 新規レポートの作成

• レポートの表示
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新規レポートの作成

新規レポートはシステム全体にわたって作成可能で、レポートの基準を最初に設定する際に現在のコンテキストが考慮

されます。

たとえば、直属の部下を表示するように設定されたタレント・ブラウザから新規レポートを選択すると、新規レポート・ウィ

ンドウで「直属の部下」オプションが事前に選択されます。選択可能なレポートは、システムの主要なコンポーネント、つ

まり、育成プラン、目標プラン、レビュー・ステータスとレーティング履歴を備えたパフォーマンス・レビュー、タレント・プロファイ

ルなどに基づき、組織にあわせて調整されます。レポートはオンデマンドでは生成されません。レポートを表示するには、

数分間を要する可能性があります。

レポートには、自分にアクセス権がある従業員の情報のみが含まれます。

新規レポートを作成するには

前提条件

「チーム管理」 > 「アクセス・レポート」ユーザー・タイプ権限

「クイック・リンク」 > 「タレント・ブラウザ」 > 「他のアクション」

「クイック・リンク」 > 「タレント・ブラウザ」 > 「パフォーマンス・カード」

「クイック・リンク」 > 「タレント・プール」 > 「他のアクション」

「クイック・リンク」 > 「タレント・プール」 > 「従業員」 > 「アクション」メニュー

「クイック・リンク」 > 「タレント・プロファイル」 > 「他のアクション」

「マネージャ・センター」 > 「パフォーマンス・レビュー」 > 「従業員」 > 「アクション」メニュー

「検索結果」 > 「従業員」 > 「移動先」メニュー

ステップ

1. 「レポートの作成」をクリックします。

最初に選択される従業員は、レポートを作成するために選択したコンテキストに基づきます。

2. デフォルトの選択を受け入れるか、次のいずれかを選択します。

Options Description

直属の部下 すべての直属の部下を含みます。

直属の部下+1レベル 直属の部下とその直属の部下をすべて含みます。レ

ポートに含まれる従業員数は実際の従業員数です

が、タレント・ブラウザに表示できる従業員数に制限

がある場合は、タレント・ブラウザに表示できる数を

超過することがあります。

すべての自分の従業員 組織の自分の部署内にいる直属および非直属の

部下の従業員をすべて含みます。これには、自分に

委任された従業員は含まれません。

特定の従業員 をクリックして「ユーザー・セレクタ」を表示し、必

要な数の従業員を追加します。従業員を削除する
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Options Description

場合も「ユーザー・セレクタ」を使用する必要があるこ

とに注意してください。

タレント・プール をクリックして、アクセス権があるタレント・プールの

リストを表示します。1つのレポートに対して1つのプー

ルのみ選択できます。

レポートに含まれる従業員数が下部に表示されます。

3. 必要なパラメータを表示するレポートを選択します。

レポートはカテゴリ別にリストされます。概略およびレポート・レイアウトの静的プレビュー・イメージを表示するに

は、 を選択します。

4. レポートの名前を入力したり、必要に応じて目標プランやレビューのパラメータ（ビジネス期間、レビュー・サイクル、

レビュー・ステータスなど）を選択して、レポートをカスタマイズします。

5. 「レポートの作成」をクリックします。

結果

レポートがレポート・サーバーに送信され、「OK」をクリックするか、または「「自分のレポート」に進む」（レポートの進捗

が表示されます）をクリックします。レポートの準備が完了すると「自分のレポート」ウィンドウからアクセス可能になり、

システム構成に応じてEメールでも送信されます。レポートが作成できない場合は、エラー・メッセージが表示されま

す。

レポートの表示

レポートを作成して生成した後は、Taleoパフォーマンスでレポートを表示するか、レポートの作成者にレポートをEメール

できます。

新規レポートを作成する場合は、現在のコンテキスト位置に基づいて使用可能なデフォルトのオプションに影響がありま

すが、「自分のレポートの表示」は、選択した位置に関係なく「自分のレポート」ウィンドウに同じ詳細が表示されます。レ

ポートはX日以内に表示する必要があり、表示しないと失効となり、システムから削除されます。

レポートをEメールで受信する場合は、Taleoパフォーマンスのレポートへのリンクを受信したり、添付のPDFを受信す

る可能性もあります。添付が含まれるかどうかは、PDFが添付ファイル・サイズの制限を超過しないかどうかに依存しま

す。Eメールでリンク（添付ではなく）を選択すると、Taleoパフォーマンスへのサインインを求めるプロンプトが表示される場

合がありますが、追加のナビゲーションは不要でレポートが自動的に表示されます。アクセスする前にレポートが失効する

と、レポート名はクリックできなくなります。

Taleoパフォーマンスにレポートを表示するには

前提条件

「チーム管理」 > 「アクセス・レポート」ユーザー・タイプ権限

「クイック・リンク」 > 「タレント・ブラウザ」 > 「他のアクション」

「クイック・リンク」 > 「タレント・ブラウザ」 > 「パフォーマンス・カード」

「クイック・リンク」 > 「タレント・プール」 > 「他のアクション」

「クイック・リンク」 > 「タレント・プール」 > 「従業員」 > 「アクション」メニュー
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「クイック・リンク」 > 「タレント・プロファイル」 > 「他のアクション」

「マネージャ・センター」 > 「パフォーマンス・レビュー」 > 「従業員」 > 「アクション」メニュー

「検索結果」 > 「従業員」 > 「移動先」メニュー

ステップ

1. 「自分のレポートの表示」をクリックします。

「自分のレポート」ウィンドウに、要求したすべてのレポートが表示され、レポートに含まれる従業員数、レポートの

要求日およびステータスも表示されます。ステータスが「準備完了」の場合は表示できますが、ステータスが「未

準備」、「失効済」または「エラー」の場合は表示できません。

2. レポート名をクリックして、PDF版をAdobe Readerでオープンします。

準備完了したレポートのみハイパーリンクがアクティブになり、オープンできます。レポートをオープンする方法は、イ

ンターネット・ブラウザの設定によって決まります。Adobe Readerをインストールしていない場合は、インストール

するように求められます。

結果

レポートがオープンし、レポートを保存したり印刷できます。

次ステップ

アーカイブ済をクリックして追加レポートを表示するか、再実行をクリックして最新データでレポートを再実行します。

表示した後に、「自分のレポート」ウィンドウから を選択して「削除」をクリックしてレポートを削除できます。
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従業員の削除

従業員の削除機能を使用すると、元従業員をフィルタ処理してレビューし、EMEAおよび他の地域における法規制で

求められるようにシステムから削除できます。

個人モデル

システム内の個人は、次の部分で構成できます。

• ユーザー・アカウント – 付与された権限を使用してシステムにアクセスします。

• 候補者アカウント – キャリア・セクションを介してジョブに応募します。

• プロファイル – 共通プロファイルを格納します。従業員と候補者は同じプロファイルを共有します。

• 従業員 – 従業員関連データを格納します。

候補者が採用されると、その候補者は自分のプロファイルに関連付けれらたユーザー・アカウントおよび従業員を取得し

ます。

• 従業員としてのプロファイルは、Taleoパフォーマンスのタレント・プロファイルを介して保守されます。

• 候補者としてのプロファイルは、「採用」および「キャリア」セクションを介して保守されます。

従業員の削除方法

従業員の削除で削除されるのは、従業員の特定データのみです。

候補者アカウントと共通プロファイルはそのままです。これによって、個人の将来における再雇用が可能となります。個

人は現在のプールまたは後任プランに留まることができます。システムで採用が使用可能な場合、候補者アカウント

は、1つのタスクとして最終的に削除できます。

削除対象 削除対象外

従業員の特定データ

• 従業員メトリック

• 画像

• ジョブ履歴

• マトリックス管理

• 残りのタスク

他のTaleoパフォーマンス・データ

• ビジネス目標

• プロジェクト

• 送信したフィードバック

• 従業員が実行したアクションの履歴
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削除対象 削除対象外

• 報酬履歴

• 目標プラン、目標、タスク（連携された目標はリンク解除され

ます）

• パフォーマンス・レビューおよびレビュー履歴

• キャリア・プラン

• 育成プラン

• 受信したフィードバック

• 送信したフィードバック要求

プロファイルと候補者のデータ

• 一般プロファイル（学歴、経験、資格、プリファレンス、など）

• ジョブ応募

• オファー

タレント・プールおよび後任プラン

• メンバーとして残ります（現在は社外候補者として）。

ユーザーの特定データ

• システムには残りますが非アクティブです。

従業員の削除ルール

• 削除できるのは、退職した従業員のみです。

• 従業員は、ポジションの所有者マネージャ以外である必要があります。削除の前に所有権の転送が必要です。

• 従業員は、タレント・プールの所有者以外である必要があります。削除の前に所有権の転送が必要です。

従業員の削除プロセス

従業員の削除は、3ステップのプロセスです。

1. 従業員の退職

2. 削除タスクの作成

3. タスクのモニター

制限事項

• 現時点では、アーカイブ機能がありません。

• ユーザー・アカウントはシステムから永続的に削除することはできません。

• ユーザー・アカウントは仮想的に削除されるのみで、システムには残っています。

• ユーザー・アカウントには、従業員関連データが含まれていません。

• 従業員の削除タスクによって自動的にデータが削除されない製品は次のとおりです。

• 学習管理

• 評価管理

• アセスメント

• パスポート

• タレント・エクスチェンジ

• 分析

• Taleoに統合されている他のすべての外部製品
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目標管理のスタート・ガイド

目標管理

目標管理機能は従来の組織階層に対する代替機能で、目標管理専用に使用されます。ほとんどの組織のコスト・セ

ンター管理に使用される従来の組織構造は、ビジネス目標の管理には詳細すぎます。代替構造を使用すると、組織

は、簡素化された組織構造を目標管理に使用できます。たとえば、組織は、製品別または地理的場所別に編成され

たコール・センター・サポートを管理するために複数のコスト・センターを設定できます。

目標管理機能を使用すると、従業員目標およびコンピテンシ目標に加えて、テーマ、ビジネス目標、プロジェクトおよび

プロジェクト・マイルストンを定義できます。

• テーマは、目標の分類に使用される最上位レベルです。テーマでは、バランス・スコアカードを使用する組織がサポー

トされるため、目標およびプロジェクトを財務、顧客、開発などの特定のスコアカード・カテゴリに分類できます。
• ビジネス目標は、「業務効率を5%向上」など、組織の意思または目的に関する定性または定量の記述です。
• プロジェクトは、組織による個別の作業です。プロジェクトを使用すると、プロジェクト所有者を割り当てたり、プロジェ

クトに取り組む従業員に「タレント管理ソリューションを評価、選択および実行」などの目標を直接割り当てることが

できます。
• プロジェクト内のマイルストンは、特定のタスク・セットまたはフェーズの完了をマーク付けするエレメントで、通常は、成

果物、文書または上位レベル・レビュー会議の完了、確認、署名など、上位レベルのイベントでマークが付けられま

す。マイルストンの例には、「タレント管理ベンダーの選択」があります。

利点

• 組織に対して、テーマおよび目標を定義するための多くの機能が提供されます。
• 目標の追跡に定性指標および定量指標を使用できます。

目標連携

連携はあいまいな概念ですが、連携によって、組織は従業員の作業の管理方法を理解できます。

システムでは、複数のタイプの目標連携をサポートしています。

• ビジネス目標とテーマ
• プロジェクトとビジネス目標
• ビジネス目標とビジネス目標
• 従業員目標とビジネス目標
• 従業員目標と従業員目標

前述のケースのすべてで、連携の概念は、下位の作業が連携先の目標をサポートしていることを示すことです。また、連

携によって、従業員は各自の作業が組織にどのように利益をもたらすかを理解できます。たとえば、ビジネス目標が「業

務効率を5%向上」の場合、コール・センターの従業員は、「第1レベルのサポート・コールで5分以内に80%を解決」とい

う目標を設定できます。

「従業員とプロジェクト」連携は、システム内で独特です。1人の従業員が1つのプロジェクトと連携する場合、その従

業員の作業は直接そのプロジェクトを完了させることを意味します。つまり、このプロジェクトは、その従業員の目標

が100%完了するまで100%完了とみなすことができません。

連携は、従業員目標が連携されているビジネス・オブジェクト（イニシアチブ、ビジネス目標、テーマ）を参照します。下位

目標は、2つの従業員目標間の階層関係を参照します。従業員目標をマネージャ目標に連携すると、これら2つの目
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標間の階層関係が設定される以外に、親目標が連携されている同じビジネス・オブジェクトに下位目標が連携されま

す。その結果、連携ライブラリには、ビジネス・オブジェクト以外に、直属のマネージャの目標も表示されます。

ビジネス期間や関連目標を選択してタレント・ブラウザをフィルタ処理すると、目標に連携されているユーザー

を表示できます。これによって、ビジネス・リーダーは目標に連携されている組織のユーザーをすばやく確認で

き、設定した目標をサポートしているユーザー、およびどの程度カスケードされているかに関する情報が表示さ

れます。

リスト・モードでの表示

従業員目標、ビジネス目標またはプロジェクトは、リスト・モードを使用して表示できます。リスト・モードは、従業員目標

およびビジネス目標のデフォルトのビューで、重要な日付および進捗に関する情報を含む項目のリストを提供します。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のプロジェクト

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

をクリックします。

結果

これで、すべての項目がリスト形式で表示されます。

次ステップ

項目をカード・モードまたはタイムライン・モードで表示することもできます。

タイムライン・モードでの表示

従業員目標、ビジネス目標またはプロジェクトは、タイムライン・モードを使用して表示できます。タイムライン・モードで

は、項目の開始から期日までのタイムライン・ビューが提供されます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のプロジェクト

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

をクリックします。

結果

これで、すべての項目がタイムライン形式で表示されます。

次ステップ

項目をリスト・モードおよびカード・モードで表示することもできます。
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目標プランの使用

従業員目標

従業員目標は、従業員が特定のビジネス期間中に達成する意思のあるアクションまたは目的です。従業員目標は、

従業員の目標プランに追加して、後で評価対象のレビュー・プロセスに組み込むことができます。

すべての従業員目標は、目標プランの「目標」タブの下にリストされ、「コンピテンシ」タブの下にリストされるコンピテンシ目

標とは分離されます。

従業員目標は、手動で最初から、または既存の目標への連携を介して作成して、従業員の目標プランに追加します。

目標プランに追加された従業員目標は、その進捗の更新が可能になり、評価対象のレビュー・プロセスに組み込んだ

り、タレント・プロファイルに表示することもできます。

従業員目標は、従業員の目標プランにいつでも追加でき、必要なくなった場合は従業員の目標プランから削除するこ

ともできます。組織は、構成に応じて、従業員およびマネージャに従業員目標とその関連する下位目標を編集する権

限を付与するかどうかを決定できます。従業員目標は、ユーザー権限に基づいて追加、編集または削除できます。従

業員目標は、マネージャが直属の部下に割り当てることもできます。ユーザーは、フィードバックを依頼することも、提供す

ることもできます。

利点

• コラボレーション

Taleoの主要な差別化は、コラボレーションのためのホワイトボード・アプローチです。目標作成フェーズを管理する従

来のワークフローとは対照的に、従業員とマネージャの両方が従業員の目標プランに関して協力し、両方がプランに

満足したときに各自の同意を確認できます。

コンピテンシ目標

コンピテンシ目標は、特定のビジネス期間にわたって取り組むことに従業員が同意した行動です。従業員の目標プラン

に追加されたコンピテンシ目標は、後でレビュー・プロセスに組み込むことができ、その結果、レート付けされた従業員目

標とコンピテンシによって、アプリケーション全体で利用する新しいメトリックを推進できるようにします。

従業員目標プランの一部であるすべてのコンピテンシが目標プランの「コンピテンシ」タブの下にリストされ、「目標」タブの

下にリストされる従業員目標とは分離されます。

コンピテンシは、使用可能なコンピテンシのリストから新しいコンピテンシを選択するか、または従業員のジョブ・ロールから

コンピテンシを自動的に含めることによって従業員の目標プランに追加されます。コンピテンシが目標プランに追加される

と、レート付けするためにレビュー・プロセスに組み込まれ、その後タレント・プロファイルに表示されます。

コンピテンシは、従業員の目標プランにいつでも追加でき、必要なくなった場合は従業員の目標プランから削除すること

もできます。組織は、構成に応じて、従業員およびマネージャにコンピテンシとその関連サブコンピテンシを編集する権限

を付与するかどうかを決定できます。コンピテンシ定義はユーザーが編集でき、サブコンピテンシは追加、編集または削

除できます。

従業員目標と同様に、コンピテンシ目標はマネージャが直属の部下に割り当てることができます。ユーザーは、コンピテン

シ目標に関するフィードバックを要求することもできます。
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目標カテゴリ

目標カテゴリは、従業員目標とコンピテンシ目標の両方で使用できます。従業員は、各自の目標を様々なカテゴリにグ

ループ化して編成し、各目標の目的の定義に役立てることができます。

目標カテゴリを使用すると、従業員は、各自の組織の重点領域に自分の目標を関連付けることができます。目標は、

グループ化および関連性目的でカテゴリに関連付けることができます。カテゴリは、「目標プラン」ページの列および「目標

詳細」に表示されます。カテゴリは、下位目標にも使用できます。

• カテゴリ機能は、既存の目標連携機能に追加された機能です。

• 目標にカテゴリがある場合、下位目標はそのカテゴリを継承します。そのカテゴリが編集可能な場合、ユーザーは下

位目標自体のカテゴリを変更できます。

• カテゴリは、目標作成時、またはその後の編集時に選択できます。

提供されているTaleoパフォーマンスでは、デフォルトのカテゴリは事前定義されていません。

目標指標の柔軟性

目標指標は拡張されて柔軟性が向上し、目標がより意味があり正確なものになっています。

目標は、常に値を上げることではなく、一部の値は下げたり、最適化される場合もあります。たとえば、目標の目的は、

間接費を10パーセント削減したり、四半期ごとのエスカレーション数を50から10に削減することである場合があります。

これらの場合、ターゲット値は現在の値より低い値になります。「初期値」フィールドの導入によって、削減ターゲットがサ

ポートされ、目標の進捗の正確な計算が確実に実行されます。目標の進捗は、初期値とターゲット値間の相違がパー

セントで表されます。

連携による目標の作成

連携による従業員目標またはビジネス目標の作成では、直観的な方法が提供され、ユーザーは、組織の主要な目的

またはマネージャの目標に沿った目標を迅速に作成して、特定のニーズにあわせてその目標を調整できます。

この目標作成オプションでは、多くのビジネスで機能する方法（トップダウン連携またはカスケードを介して）で目標を作成

できます。連携による作成を使用すると、ユーザーは、目標を最初から作成する必要はなく、別のビジネス目標または

従業員目標を選択して、その目標を新しい目標を作成する際のテンプレートとして使用できます。主要な詳細が選択

した目標からコピーされ、新しい目標は選択した目標に自動的に連携されます。次にこの目標は、個々の目的を満た

すようにパーソナライズできます。

連携による目標の作成は、目標を最初から作成する方法の代替として提供されています。そのため、新しいビジネス目

標または従業員目標を作成するときに、目標を最初から作成するか、または目標連携を介して作成するかの選択を

求めるプロンプトが表示されます。後者を選択すると、連携先がビジネス目標か従業員目標かを選択できるダイアログ・

ボックスが表示されます。

別の目標への連携から新しい目標を作成すると、次の情報が自動的に入力され、必要に応じて編集できます。

• 目標の名前

• 目標の摘要

• 開始日と期日

• 現在の目標を作成するために選択された連携先目標
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コピーによる目標の作成

新しい従業員目標は、以前または現在の目標プランから目標をコピーして作成できます。

目標をコピーして新しい目標を作成するオプションを使用すると、ユーザーは以前または現在の目標プランから1つまたは

複数の目標をコピーすることで目標をすばやく作成できます。作成した新しい目標は、必要に応じて変更できます。

既存の目標をコピーする利点は、一部の目標情報がすでに指定されていることです。たとえば、このオプションを使用す

ると、毎年同じ目標を設定する従業員は、以前の目標プランからその目標をコピーできます。コピーされた値は、事前

決定されているため構成できません。次の表に、「従業員目標詳細」ページの各フィールドのコピー動作を示します。

「システム管理者目標」としてタグ付けされている目標を除いて、以前の目標プランまたは現在の目標プランから任意の

従業員目標をコピーできます。コンピテンシ目標またはビジネス目標では、目標をコピーする機能は使用できません。

フィールド コピーの可否 コメント

所有者 不可 この値は、現在の従業員ユーザーにデフォルト設定され

ます。

名前 可 この値はソース目標からコピーされます。

開始日 不可 この値は、目標プランの期間開始日にデフォルト設定さ

れます。

期日 不可 この値は、目標プランの期間終了日にデフォルト設定さ

れます。

摘要 可 この値はソース目標からコピーされます。

クリティカル 可 この値はソース目標からコピーされます。

公開 可 この値はソース目標からコピーされます。

指標タイプ 可 この値はソース目標からコピーされます。

指標テキスト 可 この値はソース目標からコピーされます。

実績値 不可

ターゲット値 可 この値はソース目標からコピーされます。

進捗 不可

努力目標値 可 この値はソース目標からコピーされます。

ステータス 不可 この値は、「未開始」にデフォルト設定されます。

連携 不可

タスク 可 この値はソース目標からコピーされます。（目標プラン・テ

ンプレートのフィールド構成でタスクが許可されている場

合）

タスクの加重 可 この値はソース目標からコピーされます。
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フィールド コピーの可否 コメント

コメント 不可

加重 可 この値はソース目標からコピーされます。

マネージャのレーティング 不可 この値は、「なし」にデフォルト設定されます。

従業員のレーティング 不可 この値は、「なし」にデフォルト設定されます。

社外識別子 不可 値は、「なし」にデフォルト設定されます。

パフォーマンス・レビューに含める 可 この値はソース目標からコピーされます。

システム管理者目標 不可 この値は、「なし」にデフォルト設定されます。

カスタム・フィールド 可 この値はソース目標からコピーされます。

SMARTアシスタントを使用した目標の作成

この目標の作成方法では、目標の作成プロセス全体のガイドラインおよびインストラクションが提供されます。

ウィザードを使用した従業員目標の作成では、簡単で段階的なオプションが提供され、従業員およびマネージャは、定

義済で論理的なプロセスに従って目標を容易に作成できます。SMARTアシスタントを使用すると、従業員は、次の簡

単なステップに従うことで目標を正常に作成して連携できます。

SMART方法とは、次の事前定義の原則を指します。

Specific（具体的な情報） このステップでは、目標の名前および摘要を入力することで具体的な目標を定義できます。

Measurable（測定可能） このステップでは、目標の測定方法を指定できます。

Achievable（達成可能） このステップでは、目標が達成可能かどうかを判断できます。目標は、より達成しやすくするために複

数のタスクに細分化できます。

Relevant（関連） このステップでは、目標をマネージャの目標またはビジネス目標に連携して、目標の関連を作成でき

ます。

Time-bound（期間） このステップでは、正常な目標達成に対する現実的な時間の制約を入力するように要求するプロン

プトが表示されます。

目標作成アシスタントが提供されるのは、従業員目標に対してのみです。コンピテンシ目標またはビジネス目標では、こ

のオプションは使用できません。

目標作成アシスタントに含まれている各ステップは、事前決定されているため構成できません。インストラクション・フィール

ドで提供できるのは一度に1つの言語のみで、多言語には対応していないことに注意してください。ただし、管理者は、

サポート文書をユーザーが利用できるように、インストラクション領域に特定のインストラクションおよびハイパーリンクを含

めることができます。
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目標のバッチ割当

目標のバッチ割当を使用すると、個人または組織を選択することで、一連の目標を組織内の大規模グループに一度に

割り当てることができます。

マネージャは、バッチ割当を使用して、単一トランザクションで複数の目標を直属および非直属の部下に人数の制限な

しに割り当てることができます。

目標割当プロセスは次のとおりです。

• 最初に、ユーザーには、 アイコンの表示で示される、目標割当権限が付与されている必要があります。

• 割り当てる目標を適切なチェック・ボックスを使用して選択する必要があります。

• マネージャが任意の目標を他の従業員に割り当てる場合は、特定の従業員または特定の組織の従業員を選択す

ることで実行できます。

• 選択後、確認ダイアログによって、選択した目標の割当先の従業員数が表示され、この割当を続行するか取り消

すかを決定できます。

• バッチ割当の正常な実行を確認するために、「プロセス履歴の表示」アクションには、目標の割当ステータスおよびこ

のプロセスで発生したエラーのリストが表示されます。

目標は、次の2つの状況では割り当てることができません。

• システム管理目標の場合 - ユーザーに目標の性質を通知するポップアップ・ウィンドウが表示されます。

• 従業員の目標プランが承認中の場合 - マネージャが目標をその従業員に反映しようとすると、そのプランが現在承

認中であることを通知するエラー・メッセージを受信します。

目標割当に成功すると、選択した目標が選択した従業員の目標プランに追加され、関連する目標情報が、目標プラ

ン・テンプレートの標準およびユーザー定義フィールド反映構成に従って転送されます。目標連携は、リンクが壊れている

状況などでは目標割当で保守されます（マネージャの目標がマネージャ自身のマネージャの目標に連係されている場合

を除く）。

目標を割り当てると、その情報のほとんどをフィールドの反映構成に従って選択した従業員に反映できます。ただし、一

部のフィールド値は反映されません。これらのフィールドは次のとおりです。

• 所有者 - 常にターゲット従業員名に設定されます。

• タスクの加重

• コメント

• マネージャのレーティング

• 従業員のレーティング

• システム管理者目標 - これらの目標は割り当てることができないためです。

下位目標機能

下位目標機能を使用すると、従業員目標内で下位目標を使用できます。

目標へのタスクの導入に伴い、下位目標とタスク間の類似性から機能の変更が必要になりました。下位目標とタスク間

の主要な相違は、タスクの場合は、目標の進捗がそのタスクの合計に基づいて計算されることです。これは下位目標に

は当てはまらず、親目標の進捗と下位目標の進捗との関係はありません。

許可される下位目標の深度は1レベルのみで、これは、目標に設定できる下位目標は1レベルのみで、下位目標に追

加の下位目標を設定できないことを意味することに注意してください。
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下位目標が使用可能で作成されると、その下位目標は親目標に自動的に連携されますが、このデフォルトの連携は

いつでも上書きできます。

次のリストに、下位目標の可能なすべてのアクションに対する連携の動作を示します。

• 下位目標の作成 - 下位目標はその親に自動的に連携されます。

• 下位目標の連携をマネージャ目標に更新 - 下位目標はメインの従業員目標として移動されます。

• 下位目標の連携をビジネス目標またはプロジェクトに更新 - 下位目標はメインの従業員目標として移動されます。

• 下位目標の連携の削除 - 下位目標はメインの従業員目標として移動されます。

目標関連タスク

目標関連タスクを使用すると、目標内の一連のタスクの完了によって目標の進捗を測定できます。タスクは、タスクの完

了の判断によって親目標の完了が計算される点で下位目標とは異なります。

タスクを使用すると、目標を複数のアクティビティに分割し、そのタスクの平均進捗に基づいて目標進捗を測定できま

す。タスクは、目標の達成方法を定義する際にも役立ちます。タスクは、目標の一部としてのみ作成でき、単独では存

在しません。タスクに対して表示されるフィールドは、目標詳細のフィールドの表示に基づきます。たとえば、目標に「指

標」テキスト・フィールドが表示されない場合、そのフィールドはタスクにも表示されません。

タスクは、目標詳細ページの「指標」セクションに表示されます。

目標にタスクが含まれている場合、更新の必要があるのはタスクの進捗で、目標の進捗ではなく、目標の進捗は、関

連するタスクの進捗に応じて自動的に更新されます。たとえば、目標に4つのタスクがあり、1つのタスクに100%完了の

マークが付けられている場合、目標は25%完了になります。タスクには加重も設定できますが、前述の例ではすべてのタ

スクの加重は等しいと仮定しています。完了済タスクの加重が50%で他の3つのタスクの加重が16.66%の場合、目標

の進捗は50%完了になります。

タスク関連の印刷オプションが選択されている場合は、目標プランを印刷するときに、プランに含まれるタスクも印刷出力

の一部にできます。

下位目標も提示する場合は、メインの目標プラン・ページの各目標で使用できるプルダウン・メニューを使用

して作成することに注意してください。

目標プランの承認

目標プランの承認は、目標プランを作成するとき、または特定の情報を変更するときに常に必要です。承認は、対応す

る目標プラン・テンプレートで定義された承認ワークフローに従って実行されます。

承認が必要と識別された目標フィールドは、目標プランが承認中の間読取り専用にできます。編集を試みると、エラー・

メッセージが表示されます。これを回避するために、必要な構成設定が使用可能な場合、目標プランの現在の承認者

は、承認プロセスに影響を与えずに該当するフィールドを変更できます。

この場合、現在の承認者は、目標プランから目標を追加および削除することもできます。単一承認者ワークフローで

は、これによって、変更した承認プロセスを再度開始する必要がある承認者の冗長なステップが効果的に削除され、追

加のステップは追加されますがプロセスの同じステージに戻るのみとなります。

すでに承認されている目標プランに変更があり、その変更によってプランの再承認が必要な場合、そのプランのステータス

は「承認済」から「未承認」に自動的に移動するため、承認ワークフロー全体を再度通過します。

次のフィールドに変更を加えると、目標定義の変更が発生するため、すでに承認されている目標プランの再承認が必要

になります。
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• 目標名
• 所有者
• 期日
• 摘要
• クリティカル
• 指標タイプ（「定性」または「定量」）
• 指標テキスト
• ターゲット値
• 努力目標値
• 加重
• 連携

承認ステータスに関する情報は最も重要です。ユーザーは、現在のステータスとそのステータスである理由、および承認

ワークフローに沿って進行するアクションを明確に理解できます。これには、目標プランの各部分が編集可能かどうか、お

よび編集による現在のステータスへの影響の識別が含まれます。

各アクションは、目標プランに対するユーザーの関係に依存します。たとえば、ユーザーが承認者で目標プラン・ステータ

スが「承認処理中」の場合は、「承認」および「否認」オプションが表示されます。反対に、ユーザーが目標所有者で目

標プランが承認中の場合は、目標を承認のために提出した日付が通知されます。承認プロセス時には、目標プランの

編集に関連する制限も通知されます。

印刷可能な目標プラン

特定期間における目標プランを印刷可能な形式で提供するために、PDF版の従業員の目標プランが用意されていま

す。印刷出力には、プランの目標に関するすべての情報、または一部の目標の情報のみを表示できます。

印刷可能な形式を使用すると、従業員は をクリックするだけで各自の目標プランを印刷でき、マネージャは従業員

の目標プランを印刷できます。

印刷出力に表示する情報は、印刷オプションを使用して指定できますが、「従業員情報」および「目標詳細」は常に印

刷され、印刷しないようには定義できません。

使用可能な印刷オプションは、目標プラン・テンプレートで表示するように設定されているフィールドに依存します。たとえ

ば、「コメント」標準フィールドを表示するように設定されていない場合、「コメント」印刷オプションは選択できません。

印刷オプション 摘要

従業員情報 常に印刷され、タレント・プロファイルから取得される名前、IDおよびその

従業員のマネージャが含まれます。

目標詳細 常に印刷され、従業員目標またはコンピテンシ目標の名前と摘要に加

えて、開始日と期日、ステータスおよび関連オプション（「クリティカル」、

「公開」、レビューに含める）が含まれます。

指標 目標の進捗の実績値、ターゲット値および努力目標値、進捗率、お

よび特定の指標テキストが表示されます（目標プラン・テンプレートで

「指標」のテキスト、「ターゲット」の値、「努力目標」の値、「実績」の

値、および完了率の標準フィールドが表示されるように設定されている

場合）。

タスク 従業員の目標に関連付けられているタスクが、それぞれの開始日と終

了日、加重、進捗率とともに表示されます（目標プラン・テンプレートで
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印刷オプション 摘要

「タスク」および「タスクの加重」標準フィールドが表示されるように設定さ

れている場合）。

連携 従業員目標の連携先の目標が表示されます（目標プラン・テンプレー

トで「連携」標準フィールドが表示されるように設定されている場合）。

追加情報 目標プラン・テンプレートで従業員目標に対して表示されるように選択

されているすべてのユーザー定義フィールドが、対応する値とともに表示

されます。

コメント 従業員目標またはコンピテンシ目標に関して入力されているコメントが

表示されます（目標プラン・テンプレートで「コメント」標準フィールドが表

示されるように設定されている場合）。

レーティング 従業員目標またはコンピテンシ目標に指定されている従業員またはマ

ネージャ（あるいはその両方）のレーティングが表示されます（目標プラ

ン・テンプレートで「マネージャのレーティング」および「従業員のレーティン

グ」値標準フィールドが表示されるように設定されている場合）。

サブコンピテンシ 目標プランのコンピテンシ目標に関連付けられているサブコンピテンシの

リストが表示されます（存在する場合）。

従業員目標の作成

従業員目標を作成すると、取り組む目標プランを定義して、後で組織のビジネス目標に連携したり、評価するパフォー

マンス・レビューに含めることができます（必要な場合）。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 選択した従業員およびビジネス期間に対して目標プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックして、

目標プランを作成します。「作成」ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。

2. 「目標プラン」ページで、「目標」タブを選択して、 をクリックします。

3. 「新規目標の作成」ウィンドウで、新しい目標の作成方法を指定します。

• 「既存目標への連携から新規目標を作成」を選択した場合は、「次」をクリックして連携する目標を選択しま

す。

• 「手動で作成」を選択した場合は、「次」をクリックして目標に関する基本情報を入力します。

• 「以前の目標プランをコピーして目標の作成」を選択した場合は、「次」をクリックしてコピーする目標を選択し

ます。

• SMARTアシスタントを使用して目標の作成を選択した場合は、「次」をクリックし、アシスタントの各ステップ

に必要な情報を指定して完了します。

4. 完了後に、 をクリックします。
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結果

新しい従業員目標が、「目標プラン」ページの「目標」タブの下に表示されます。

次ステップ

目標が作成されて定義された後は、通常、関連する目標プランが承認される必要があります。

現在の目標ページから別の目標をすばやく作成するには、 をクリックして、列挙されている各ステップを繰り返しま

す。

最初からの従業員目標の作成

従業員目標を最初から作成すると、完全に新しい目標を手動で作成できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ
1. 選択した従業員およびビジネス期間に対して目標プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックして

目標プランを作成します。「作成」ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。

2. 「目標プラン」ページで、「目標」タブを選択して、 をクリックします。

3. 「新規目標の作成」ウィンドウで、「手動で作成」を選択して「次」をクリックします。

4. 次のウィンドウで、少なくとも新しい目標の名前を入力します。摘要を入力することもできます。目標の開始日と

終了日は、デフォルトで現行年度の最初の日と最後の日に設定されます。日付を変更するには、他の日付を

選択します。

5. 基本の目標情報の入力の後に「OK」をクリックすると、目標詳細ページに直接移動するため、そこで追加の目

標情報を入力できます。

6. 情報を変更する場合は、 をクリックします。

結果

新しい従業員目標が、「目標プラン」ページの「目標」タブの下に表示されます。

次ステップ

目標が作成されて定義された後は、通常、関連する目標プランが承認される必要があります。

現在の目標ページから別の目標をすばやく作成するには、 をクリックして、列挙されている各ステップを繰り返しま

す。

連携による従業員目標の作成

連携によって従業員目標を作成すると、別の目標に自動的に連携される目標を複製できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ
1. 選択した従業員およびビジネス期間に対して目標プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックして

目標プランを作成します。「作成」ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。
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2. 「目標プラン」ページで、「目標」タブを選択して、 をクリックします。

3. 「新規目標の作成」ウィンドウで、「既存目標への連携から新規目標を作成」を選択して「次」をクリックします。

4. 次のウィンドウで、連携先エレメントのタイプを、ビジネス目標またはマネージャの目標の1つのプロジェクトから指

定します。

5. 連携カテゴリを指定した後は、連携およびコピーする特定の目標またはプロジェクトを選択します。

6. 「OK」をクリックして目標詳細ページに直接移動すると、そこで追加の目標情報を入力したり、連携によってコ

ピーされた情報を編集できます。

7. 情報を変更する場合は、 をクリックします。

結果

目標詳細ページには、選択した目標またはプロジェクトに自動的に連携された目標が表示され、新しい従業員目

標は、「目標プラン」ページの「目標」タブの下に表示されます。

次ステップ

目標が作成されて定義された後は、通常、関連する目標プランが承認される必要があります。

現在の目標ページから別の目標をすばやく作成するには、 をクリックして、列挙されている各ステップを繰り返しま

す。

別の目標のコピーによる従業員目標の作成

他の目標のコピーから目標を作成できます。一度に1つの目標を作成することも、1つの目標プランから複数の目標をコ

ピーすることもできます。

前提条件

目標に対して適切な制約付きの表示アクセス権および管理アクセス権が付与されている必要があります。目標プラ

ンはすでに存在しているとします。関連する目標プラン・テンプレートでこのアクションは使用可能です。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プランまたは 「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、 をクリックします。

2. 「新規目標の作成」ウィンドウで、「以前の目標プランをコピーして目標の作成」を選択して「次」をクリックします。

3. 「目標セレクタ」ウィンドウで、目標プランのビジネス期間を指定して「リフレッシュ」をクリックし、関連目標をロード

します。

4. コピーする各目標の横にあるチェックマークを選択します。

目標のリストで複数のページにわたってスクロールすると、様々なページの目標を選択して追加できます。

5. 目標の選択を完了した後は、「選択」をクリックします。

結果

目標が作成されて現在の目標プランに追加され、選択した目標に基づいて内容が移入されます。コピーする目標

を1つのみ選択した場合は、目標詳細に移動します。それ以外の場合は、目標プランに移動します。

次ステップ

必要に応じて、新しく追加された目標情報を編集します。
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アシスタントを使用した従業員目標の作成

前提条件

目標に対して適切な制約付きの表示アクセス権および管理アクセス権が付与されている必要があります。目標プラ

ンはすでに存在しているとします。関連する目標プラン・テンプレートでこのアクションは使用可能です。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プランまたは 「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、 をクリックします。

2. 「新規目標の作成」ウィンドウで、SMARTアシスタントを使用して目標の作成を選択して「次」をクリックします。

3. 「SMART目標作成」ウィンドウで、各ステップに必要な情報を指定してアシスタントを完了します。

アシスタントでグレー表示で示されているフィールドは、関連する目標プラン・テンプレートによって、ユーザーによる

その情報の編集が許可されていないことを意味します。アシスタントを介して目標を作成するには「名前」、「開

始日」および「終了日」フィールドが必須であるため、これら3つのフィールドのいずれかが編集可能でない場合、

作成プロセスはブロックされ、作成を取り消すためにアシスタント・ウィンドウをクローズするしかありません。

a) 具体的な情報ステップでは、目標に対して少なくとも名前を入力する必要があります。終了後は、「次」をク

リックします。

次のフィールドが表示されます。

• 名前 - 標準フィールドの構成に関係なく、常に表示されます。このステップを完了するには「名前」が必須

のため、次のステップに進むには少なくともこのフィールドを入力する必要があります。

• 摘要 - 標準フィールドの構成で「表示済」および「編集可能」が指定されている場合に表示されます。

b) 測定可能ステップでは、この目標で達成するターゲット測定を指定します。必須フィールドは、目標指標タイ

プ（「定性」または「定量」）に応じて異なります。ターゲット値が不要な場合は、デフォルトでこのオプションの

選択が解除されます。終了後は、「次」をクリックします。

目標が定性の場合、必須フィールドはありません。ただし、目標が定量の場合は、目標プラン・テンプレート

で表示済および編集可能に構成されていると、「実績」および「ターゲット」の各値が必須になります。「指標

テキスト」が必須になることはありません。

c) 達成可能ステップでは、目標を複数のタスクに細分化するかどうかを決定します。実行する場合は、「タスク

の追加」をクリックして、少なくとも1つのタスクを入力します。実行しない場合は、単に次のステップに進みま

す。すべてのタスク名を入力した後は、「次」をクリックします。

アシスタントを介して入力されるのはタスクの名前のみで、詳細は、目標を作成した後に入力します。「タス

ク」フィールドが表示済または編集可能（あるいはその両方）に構成されていない場合は、「タスクの追加」ボ

タンが使用不可になり、目標をタスクに細分化する権限が付与されません。

結果的にタスクは不要と判断した場合は、作成した各タスクを削除する必要があります。

d) 関連ステップでは、目標を連携によって他の目標と関連付ける方法を指定するかどうかを決定します。その

場合は、「連携...」をクリックします。「連携」ウィンドウで、目標カテゴリ（適用可能な場合）および連携先の

特定の目標を選択し、「OK」をクリックします。

連携できるマネージャ目標、ビジネス目標、ビジネス・プロジェクトなどのオブジェクト・タイプは、目標プラン・テ

ンプレート設定によって決まります。

連携フィールドが使用不可の場合、このステップは表示されますが使用できません。

e) 期間ステップでは、この目標の開始日と終了日を指定する必要があります。
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デフォルトでは、関連する目標プランの開始日と終了日が入力されます。

f) いつでも「前」ボタンと「次」ボタンを使用して、アシスタントの特定のステップに移動し、情報をレビューまたは

編集（あるいはその両方）できます。

4. すべてのステップを完了した後は、「終了」をクリックして作成プロセスを完了し、目標を目標プランに追加します。

結果

目標およびタスク（適用可能な場合）が作成されて、入力した情報に基づいて内容が移入されます。目標が目標プ

ランに追加されます。

次ステップ

必要に応じて目標詳細ページにアクセスし、既存の情報を編集したり、情報を追加します。

パフォーマンス・レビューに従業員目標を含める

パフォーマンス・レビューに目標を含めるのは、目標をパフォーマンス・レビューの一部にして評価する場合です。

前提条件

ステップ

1. 従業員目標をオープンします。

従業員目標プランがまだ作成されていない場合は、従業員とビジネス期間の組合せに対してプランが存在しな

いため作成するかどうかの確認を示すメッセージが表示されます。その場合は、「作成」をクリックします。「作成」

ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。

2. 「目標プラン」ページの「目標」タブで、パフォーマンス・レビューの一部にする目標を選択します。

3. 目標詳細ページの「仕様」セクションで、「パフォーマンス・レビューに含める」オプションを選択します。

4. をクリックします。

結果

次回この従業員のレビューを作成すると、指定の目標が含まれます。

従業員下位目標の作成

既存の従業員目標に対して下位目標を作成できます。

前提条件

既存の従業員目標に対して作成できる従業員下位目標は1つのみです。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページの「目標」タブで、下位目標を作成する従業員目標を選択して をクリックし、「従業員の下

位目標を追加...」を選択します。

2. 「新規目標の作成」ウィンドウで、新しい下位目標に関する基本情報を入力します。

3. 「OK」をクリックして、目標詳細ページを表示します。

4. 必要に応じて追加情報を入力し、入力後に をクリックします。



115 · Oracle Taleo Performance Cloud Service   ユーザー・ガイド

結果

親目標の横にある矢印をクリックすると、目標リストに新しい従業員下位目標が表示されます。

従業員目標に関連するタスクの作成

タスクの作成では、目標を複数のタスクに細分化し、その進捗によって関連する目標の進捗を決定できます。

前提条件

タスクは、既存の目標に対してのみ作成できます。

タスクを作成する権限は、すべての目標プランに対して提供されるわけではありません。「目標をタスクに分ける」ボタ

ンの表示によって、この機能が使用可能であることが示されます。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページの「目標」タブで、タスクを作成する従業員目標を選択します。

2. 目標詳細ページで、「指標」セクションまでスクロールし、「目標をタスクに分ける」をクリックします。

タスクがすでに存在する場合は、「作成...」をクリックします。

3. 「タスクの作成」ウィンドウで、タスク情報を入力します。

タスクの進捗を使用して関連する目標の進捗を計算する場合は、「実績値/ターゲット値を使用して進捗を測

定」オプションを選択していることを確認してください。

4. 別のタスクを作成する場合は、「保存して別の作成」をクリックして、前のステップを繰り返します。

5. タスクの作成を完了した後は、「OK」をクリックします。

結果

目標に対して作成したすべてのタスクは、「指標」セクションの「タスク」の下に表示されます。

目標プランへのコンピテンシの追加

目標プランにコンピテンシを追加すると、そのコンピテンシの向上を特定のビジネス期間に対する目標として設定できま

す。

前提条件

コンピテンシ目標の使用は、目標プラン・テンプレートの構成に依存します。目標プラン・ページの「コンピテンシ」タブの

表示によって、コンピテンシ目標が許可されていることが示されます。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 選択した従業員およびビジネス期間に対して目標プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックして

目標プランを作成します。「作成」ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。

2. 「目標プラン」ページで、「コンピテンシ」タブを選択して、 をクリックします。

3. 「コンピテンシ・セレクタ」ウィンドウで、コンピテンシを選択して、目標プランに追加します。
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4. 「選択」をクリックします。

5. コンピテンシ目標の詳細情報を入力します。

6. 完了後に、 をクリックします。

結果

コンピテンシが、目標プランの「コンピテンシ」タブの下に追加されます。

次ステップ

別のコンピテンシをすばやく追加するには、目標プラン・ページまたはコンピテンシ目標詳細ページから、 をクリックし

ます。

サブコンピテンシ目標の作成

このタスクでは、目標プランにある特定のコンピテンシ目標に対して追加の行動を追加できます。

前提条件

サブコンピテンシを表示および編集するように目標プラン・テンプレートが構成されています。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 選択した従業員およびビジネス期間に対して目標プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックして

目標プランを作成します。「作成」ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。

2. 「目標プラン」ページで、「コンピテンシ」タブを選択して、サブコンピテンシを追加するコンピテンシを選択します。

3. 「コンピテンシ目標」ページで、「サブコンピテンシ」セクションまでスクロールし、「追加」をクリックします。

4. 「新規サブコンピテンシ」ウィンドウで、サブコンピテンシとみなされる行動の摘要を入力します。

5. 「完了」をクリックします。

6. 完了後に、 をクリックします。

目標インストラクションの表示/非表示

目標インストラクションの表示によって、ユーザーは、目標管理タスクの観点から期待されている内容を理解できます。

同じインストラクションは、同じ目標プラン内のすべての目標に適用されます。

前提条件

目標インストラクションは、目標プランに表示されるように定義されている必要があります。目標インストラクションが作

成されていないと、そのインストラクションを表示または非表示にするアクションは使用できません。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 目標インストラクションを表示するには、「他のアクション」プルダウン・メニューから「インストラクションの表示」オプ

ションを選択するか、目標詳細ページを表示している場合は「インストラクションの表示」ボタンを選択します。

インストラクションがウィンドウの上部セクションに表示されます。インストラクションが自分の言語で使用できない

場合は、システムのベース言語で表示されます。
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2. インストラクションを非表示にするには、そのセクションの右端にあるXをクリックします。

目標の編集

目標は、目標プランの承認プロセスの前でも、途中でも、または後でも、目標プランから編集および削除できます。

目標プランの承認前は、通常、編集可能な内容に関する制限はありません。

承認済の目標プランの目標を選択すると、編集した場合に再承認が必要なフィールドが示されます。変更が加えられ

ると、目標プランの履歴および後続の目標詳細履歴では、目標プラン・ステータスが「未承認」に変更された理由が明

確に識別されます。

システムがそのように構成されている場合は、目標プランの現在の承認者が、通常は承認プロセスに影響を与えずに、

再承認が必要なフィールドに変更を加えることができます。承認者は、承認中の目標プランから目標を追加および削除

することもできます（設定が使用可能な場合）。

従業員目標または下位目標の編集

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 適切なビジネス期間を選択して、目的の目標プランにアクセスします。

2. 「目標プラン」ページで、「目標」タブを選択して、編集する目標または下位目標を目標のリストから選択します。

3. 目標詳細ページで、変更を加えて をクリックします。

4. 確認ウィンドウが表示された後、「OK」をクリックします。

結果

従業員目標の変更に関する構成が要承認であることに基づいて、変更が保存された後に、関連する目標プランの

ステータスが変更される場合があります。そのため、特定の目標の変更が要承認に構成されている場合は、そのよう

な変更の後に目標プランが「未承認」ステータスに戻ります。

サブコンピテンシ目標の編集

前提条件

サブコンピテンシを表示および編集するように目標プラン・テンプレートが構成されています。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、「コンピテンシ」タブを選択します。

2. 変更するサブコンピテンシに関連付けられているコンピテンシを選択します。

3. 目的のサブコンピテンシにマウスのポインタを重ねて、「編集」を選択します。

4. 変更を加えた後に、「完了」をクリックします。

5. 完了後に をクリックして、新しい情報を保存します。
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従業員目標に関連するタスクの編集

前提条件

目標プランが承認中の場合、タスクを編集できるのは、ユーザーが現在の承認者で必要な構成設定が使用可能な

場合のみです。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで「目標」タブを選択し、タスクを編集する目標を選択します。

2. 目標詳細ページで、「指標」セクションの「タスク」までスクロールします。

3. をクリックして、「編集」アクションを選択します。

4. 「タスクの編集」ウィンドウで、必要な変更を加えた後、「OK」をクリックします。

結果

タスクで変更内容が反映されます。

次ステップ

変更によってプランを再度承認する必要がある場合は、承認要求の実行が必要になります。

従業員目標に関連するタスクの削除

前提条件

関連する目標プランが承認中の場合は、ユーザーが現在の承認者で必要な構成設定が使用可能でないかぎり、

タスクを削除できません。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページの「目標」タブで、タスクを削除する従業員目標を選択します。

2. 目標詳細ページで、「指標」セクションの「タスク」までスクロールします。

3. 目的の目標の横にある をクリックし、「削除」アクションを選択します。

4. 確認ボックスで、「はい」をクリックして削除することを確認します。

結果

タスクのリストからタスクが削除されます。

目標または下位目標の削除

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、削除する目標のタイプに応じて「目標」または「コンピテンシ」タブを選択します。
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2. 削除する目標にマウスのポインタを重ねて をクリックし、「削除...」を選択します。

3. 確認ウィンドウで、「はい」をクリックしてアクションを確認します。

結果

その目標または下位目標は目標プランに表示されなくなります。

サブコンピテンシ目標の削除

前提条件

サブコンピテンシを表示および編集するように目標プラン・テンプレートが構成されています。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、「コンピテンシ」タブを選択します。

2. 削除するサブコンピテンシに関連付けられているコンピテンシを選択します。

3. 目的のサブコンピテンシにマウスのポインタを重ねて、「削除」をクリックします

4. 削除することを確認します。

5. 完了後に をクリックして、目標プランを保存します。

従業員目標またはコンピテンシ目標の割当

直属の部下への1つまたは複数の目標の割当を使用すると、マネージャは、1つまたは複数の従業員目標またはコンピ

テンシ目標を直属の部下にすばやく簡単に反映できます。

前提条件

この機能を可能にするには、ユーザーがマネージャであり、マネージャが目標を割り当てることができるように目標割当

設定が設定されている必要があります。そのような権限が付与されているマネージャには、関連する目標割当アイコ

ン が表示されます。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、割り当てる目標のタイプに応じて「目標」または「コンピテンシ」タブを選択します。

2. 割り当てる目標を選択し、 をクリックします。

3. 「目標割当」ウィンドウで、最初に、選択した目標を割り当てる従業員のタイプを「特定の従業員」または「特定

の組織の従業員」から選択し、次に従業員を選択します。

4. をクリックして、対応するセレクタをオープンします。

5. セレクタに応じて、次のようにします。

• 「ユーザー・セレクタ」では、直属の部下から、またはキーワード検索を実行して、特定の従業員を選択しま

す。 をクリックして、選択内容を「選択」セクションに移動します。

• 「組織セレクタ」では、リストから、またはキーワード検索を実行して、1つまたは複数の組織を選択しま

す。「選択」をクリックします。
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6. 目標の割当先従業員を選択した後、「目標割当」ウィンドウに戻り、「OK」をクリックします。

7. 確認メッセージが表示された後、「OK」をクリックします。

従業員の目標プランが承認中の場合は、目標を従業員の目標プランに追加できないことに注意してください。

マネージャがその従業員への目標の反映を試みると、目標を割り当てることができない従業員とその理由を示し

たウィンドウが表示されます。

結果

割り当てられた目標は、選択した従業員の目標プランに表示され、反映するように設定された情報が表示されま

す。目標は、非直属の部下および下位組織に割り当てることもできます（定義済の場合）。連携を反映するように

設定している場合、マネージャから直属または非直属の部下への縦方向の割当目標は、マネージャの目標に自動

的に連携されます。マネージャが従業員に下位目標を割り当てると、その下位目標に従業員の新しい目標は連携

されません。その下位目標に関連付けられているマネージャのメイン目標に連携されます。目標が上位方向（従業

員からマネージャ）に割り当てられる場合、連携は自動的に反映されません。

従業員目標の連携

従業員目標の連携を使用すると、組織のビジネス・プロジェクトまたはビジネス目標、あるいは従業員のマネージャ目標

のいずれかを各自の作業によってサポートすることを表明できます。

前提条件

従業員目標を連携できるのは、ビジネス目標、ビジネス・プロジェクトまたはマネージャ目標のいずれか1つのみです。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、「目標」タブを選択して、連携する目標または下位目標の名前をクリックします。

2. 目標詳細ページで、「連携」セクションまでスクロールし、「連携...」をクリックします。

3. 「連携」ウィンドウで、目標の連携先項目のカテゴリを選択し、対応する目標またはプロジェクトのリストから目的

の項目を選択します。

4. 「OK」をクリックして連携を実行し、目標詳細ページに戻ります。

結果

これで、目標連携の階層ビューが、「連携」セクションに表示されます。

従業員目標の連携の変更

従業員目標の連携を変更するには、目標の連携先項目を変更します。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページの「目標」タブの下で、連携を変更する目標または下位目標の名前をクリックします。

2. 目標詳細ページで、「連携」セクションまでスクロールして「消去」をクリックし、既存の連携を削除します。

3. 新しい連携に進む前に、 をクリックする必要があります。
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4. 「連携...」をクリックします。

5. 「連携」ウィンドウで、目標の連携先項目のカテゴリを選択し、対応する目標またはプロジェクトのリストから目的

の項目を選択します。

6. 「OK」をクリックして連携を実行し、目標詳細ページに戻ります。

結果

これで、新しい目標連携の階層ビューが、「連携」セクションに表示されます。

目標コメントの入力

マネージャおよび従業員の両方は、目標プランの目標に目標コメントを入力できます。ただし、各ユーザーは、自分のコ

メントを変更または削除できますが、他者が入力したコメントは変更または削除できません。

前提条件

この機能を利用するには、目標プラン・テンプレートで「コメント」フィールドが表示済および編集可能に設定されてい

る必要があります。設定されていない場合、「コメント」セクションは目標詳細ページに表示されません。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、目標のタイプに応じて「目標」または「コンピテンシ」タブを選択して、コメントを入力する

目標を選択します。

2. 目標詳細ページで、「コメント」セクションまでスクロールし、「追加」をクリックします。

3. 「コメントの追加」ウィンドウで、コメント・テキストを入力および書式設定して「完了」をクリックします。

追加するコメントごとにこのステップを繰り返します。

結果

すべてのコメントが目標詳細ページの「コメント」セクションの下に表示され、最新のコメントがリストの最上部に配置さ

れます。

次ステップ

コメントは、必要に応じてコメントの作成者が編集および削除できます。

目標コメントの編集

目標コメントを編集できるのは、コメントを最初に作成したユーザーのみです。

前提条件

この機能を利用するには、目標プラン・テンプレートで「コメント」フィールドが表示済および編集可能に設定されてい

る必要があります。設定されていない場合、「コメント」セクションは目標詳細ページに表示されません。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、目標のタイプに応じて「目標」または「コンピテンシ」タブを選択して、コメントを編集する

目標を選択します。
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2. 目標詳細ページで、「コメント」セクションまでスクロールし、編集するコメントにマウスのポインタを重ねて、「編

集」および「削除」ボタンが表示されるのを確認します。

3. 「編集」をクリックします。

4. テキスト編集ボックスで、コメントを編集して「完了」をクリックします。

結果

編集したコメントが目標詳細ページの「コメント」セクションの下に元のコメントと同じ順序で表示されます。

次ステップ

コメントは、必要に応じて編集および削除できます。

目標コメントの削除

目標コメントを削除できるのは、コメントを最初に作成したユーザーのみです。

前提条件

この機能を利用するには、目標プラン・テンプレートで「コメント」フィールドが表示済および編集可能に設定されてい

る必要があります。設定されていない場合、「コメント」セクションは目標詳細ページに表示されません。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページの「目標」または「コンピテンシ」タブで、コメントを編集する目標を選択します。

2. 目標詳細ページで、「コメント」セクションまでスクロールし、削除するコメントにマウスのポインタを重ねて、「編

集」および「削除」ボタンが表示されるのを確認します。

3. 「削除」をクリックします。

4. 確認のポップアップで、「はい」をクリックして削除することを確認します。

結果

削除したコメントは目標詳細ページの「コメント」セクションの下に表示されなくなります。

目標およびタスクの進捗のクイック更新

ビジネス目標、従業員目標およびタスクの進捗は、目標またはタスクのリストからすばやく更新できるため、目標およびタ

スクの完了に対する進捗を迅速に更新する方法が提供されます。

また、目標またはタスク詳細ページを介して進捗を更新できる以外に、ユーザーは自分の目標の進捗をリスト・ページか

ら直接示したり、目標に関連するタスクの進捗を目標詳細ページのタスク・リストから「進捗」列を介して示すこともでき

ます。

「進捗」列には、目標またはタスクのステータスが「未開始」の場合は「開始」ボタンが、ステータスが「未開始」以外の場

合は進捗バーが表示されます。「開始」ボタンをクリックすると、ステータスは「進行中」に更新されます。目標の進捗を更

新するために進捗バーの下矢印をクリックすると、状況に応じて異なる小さいドロップダウン・ウィンドウが表示されます。

• 目標またはタスクの指標タイプが「定性」の場合 - 進捗は進捗スライダを使用して更新します。
• 目標またはタスクの指標タイプが「定量」の場合 - 進捗は「実績」および「ターゲット」の値を入力することで更新しま

す。進捗スライダを使用すると、「実績」の値が更新されます。
• 目標にタスクが含まれている場合 - 目標の進捗はタスクの進捗に依存するため、目標リストから進捗を直接更新す

ることはできませんが、目標の詳細ページ内のタスクのリストから直接更新することはできます。
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目標の進捗の更新

目標の進捗は、目標詳細ページを介して、または目標プランの「目標」または「コンピテンシ」タブの下にある目標のリスト

から更新できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページの「目標」または「コンピテンシ」タブで、進捗を更新する目標を検索します。

2. 進捗が更新されたことがない場合は、「進捗」列で「開始」をクリックします。それ以外の場合は、 をクリックして、

更新が可能な進捗フィールドを示した小さいポップアップをオープンします。

3. 進捗スライダまたは値フィールドを使用して、進捗を更新します。

4. をクリックします。

結果

目標進捗は入力されたとおりに更新され、目標詳細ページにも表示されます。

目標プラン変更の表示

目標プラン変更を表示すると、選択した目標プランに含まれる目標に加えられたすべての変更の詳細を表示できます。

フラグ・オプションを選択することで、変更された正確な目標を確認することもできます。

前提条件

フラグ・オプションを表示するには、目標プランが少なくとも1度承認され、その承認以降に変更が加えられている必要

があります。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、「最後の承認以降に追加または変更された目標にフラグの表示」オプションを選択しま

す（変更が加えられた目標を確認する必要があり、このオプションが使用可能な場合）。

2. フラグ・オプションを使用している場合は、「履歴」タブで、イベントの適切なリストを表示するために最後の承認

以降のすべてのイベントを表示するか、新しいイベントのみを表示するかを指定します。指定しない場合は、すべ

てのイベントがリストされます。

承認の要求

従業員と従業員のマネージャの両方が、従業員の目標プランにアクセスしたり、目標を作成できます。マネージャは、従

業員が作成した目標を編集したり、削除できます。両方のユーザーは、目標を承認済とみなす前に同意を示す必要が

あります。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン
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「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 「目標プラン」ページで、従業員目標およびコンピテンシ目標をレビューして、「他のアクション」 > 「承認の要

求」の順に選択します。

2. 確認ウィンドウで、「OK」をクリックします。

結果

承認要求が、承認ワークフローの定義どおりに定義済承認者に送信され、受信者のタスク・リストに表示されます。

Eメール経由での要求の承認

前提条件

実装では、育成プラン、目標プラン、パフォーマンス・レビューまたは後任プランへの可変のリンクが設定された承認要

求Eメールを使用します。

ステップ

1. Eメールをオープンし、承認を得る必要があるオブジェクトを表示するハイパーリンクをクリックします。

2. 必要な場合はTaleoパフォーマンスにログインしますが、シングル・サインオン（SSO）環境では項目が直接表示さ

れます。

必要なセキュリティ・アクセスがない場合や、可変リンクに問題がある場合は、Taleoパフォーマンスの開始ページ

にリダイレクトされます。

3. 「承認」オプションを選択し、承認プロセスを開始します。

結果

承認すると項目が承認プロセスの次のステップに移動し、否認した場合は従業員が項目を変更して再提出する必

要があります。

目標プランの印刷

目標プランは、指定に従って完全または一部の目標情報を表示するように印刷できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の目標プラン

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]目標プラン

ステップ

1. 印刷する目標プランをオープンします。

2. をクリックします。

3. 「印刷オプション」ウィンドウで、適切なオプションを選択して、印刷出力に表示する情報を指定します。

4. 「印刷」をクリックします。

目標プランがPDF文書でオープンします。
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5. Adobe Readerの印刷機能を使用して、文書を印刷します。

結果

目標プランがPDFで表示され、必要に応じて印刷できます。

目標のフィールド

次の表に、Taleoパフォーマンスで従業員目標またはビジネス目標に関連するすべてのフィールド、および摘要と関連す

る可能な値（事前定義されている場合）を示します。また、フィールドごとに、適用する情報のタイプ、および関連するヘッ

ダーも示します。重要 - ほとんどのフィールドは構成可能で、表示または非表示に設定できるため、一部のフィールドを

特定の目標に表示しないことが可能です。

フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

マネージャが選択した目標または下位目標を他の従業

員に割り当てることができるアイコン。

目標プラン

関連する目標プラン・テンプレートの名前を表示するアイ

コン。

目標プラン

目標に関して提供された新しいフィードバックで、未読で

あることを示すアイコン。

目標プラン

目標の達成がクリティカルであることを示すアイコン。 目標プラン

ビジネス目標

目標の期日が過去であるために目標の達成が期限超過

であることを示すアイコン。

目標プラン

目標または下位目標が連携されていないことを示すアイ

コン。

目標プラン

目標プランのすべての目標のリストにアクセスできるアイコ

ン。

目標プラン

ビジネス目標

目標プランのすべての目標のタイムライン・ビューにアクセス

できるアイコン。

目標プラン

ビジネス目標

エレメント（目標のタイプに基づいて目標、下位目標、ビ

ジネス・プロジェクトまたはビジネス・マイルストン）を追加で

きるアイコン。

目標プラン

ビジネス目標

選択したエレメントの詳細を表示できるアイコン。 目標プラン

ビジネス目標

エレメントを削除できるアイコン。 目標プラン

ビジネス目標

ビジネス目標を表すアイコン。 ビジネス目標

従業員目標を表すアイコン。 目標プラン

ビジネス目標プランまたは従業員目標プランを印刷できる

アイコン。

目標プラン
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

ビジネス目標

実績値 目標の実際の完了を小数部あり/なしの数値で表すこと

を示す定量指標フィールド。進捗率は、「実績」の値を

「ターゲット」の値で除算して決定されます。

目標プラン

ビジネス目標

指標

追加情報 会社で定義された目標の追加情報が表示されるセクショ

ンのタイトル。このセクションには、目標プラン・テンプレート

に定義されているすべてのユーザー定義フィールドが表示

されます。ただし、ユーザー定義フィールドが定義されてい

ない場合、このセクションは空になります。

目標プラン 追加情報

次に連携 目標の連携先のビジネス目標、マネージャの目標/プロ

ジェクトを表すボックス。

目標プラン 連携

自分に連携 選択された従業員に連携されている目標のリスト。 目標プラン 連携

連携 目標に関する連携情報が表示されるセクションのタイト

ル。

目標プラン 連携

ビジネス・テーマ ビジネス目標に関連付けられているビジネス・テーマ。 ビジネス目標 一般

コメント 目標に関して入力されたコメントが含まれるセクションのタ

イトル。

目標プラン コメント

クリティカル 目標の達成がクリティカルであることを示すチェック・ボック

ス。

目標プラン

ビジネス目標

仕様

摘要 目標の摘要が入力されているテキスト・ボックス。これ

は4000文字に制限されています。

目標プラン

ビジネス目標

仕様

期日 目標が達成されるようにスケジュールされた日付を示しま

す。

目標プラン

ビジネス目標

一般

従業員のレーティング 従業員が目標達成の評価を入力できるスライダ・バー。

従業員のレーティングはマネージャに表示されますが、編

集はできません。

目標プラン レーティング

社外識別子 代替の目標識別子を含めることができるフィールド。 目標プラン 仕様

目標詳細履歴 目標に対して実行されたすべてのイベントのリストが表示

されるセクションのタイトル。

目標プラン 目標詳細履歴

パフォーマンス・レビューに含

める

目標が目標プランから入力されると、その目標が従業員

のパフォーマンス・レビューに自動的に含まれることを示しま

す。

目標プラン 仕様

指標 目標の指標に関する情報が表示されるセクションのタイト

ル。

目標プラン

ビジネス目標

指標

指標テキスト 指標タイプの摘要が含まれるテキスト・ボックス。これ

は1000文字に制限されています。

目標プラン

ビジネス目標

指標

指標タイプ ドロップダウン・リストには選択可能な指標タイプが2つあ

ります。目標は、定量法または定性法で測定できます。

目標プラン 指標
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

「指標」セクションのフィールドは、選択した指標タイプに基

づいて若干異なります。

ビジネス目標

名前 目標の名前。 目標プラン

ビジネス目標

一般

組織 ビジネス目標に関連付けられている組織。 ビジネス目標 一般

所有者 目標を作成したユーザーを示します。 目標プラン 一般

進捗 目標の達成に向けた進捗のレベルを示す動的バー。 目標プラン

ビジネス目標

指標

公開 目標が公開であることを示すチェック・ボックス。このオプ

ションを選択しないと目標は非公開になり、下位に表示さ

れず、連携もできません。

目標プラン 仕様

定性 テキストベースの指標を提供する目標指標タイプ。 目標プラン

ビジネス目標

指標

定量 達成する特定のターゲットを入力するフィールドを提供す

る目標指標タイプ。

目標プラン

ビジネス目標

指標

レーティング マネージャが指定した目標の達成の評価を示すスライダ・

バー。従業員が自分の目標を表示しても、マネージャの

レーティングはその従業員に表示されることはなく、「レー

ティング」バーは、従業員が自分のレーティングを入力する

ように設計されています。

目標プラン レーティング

レーティング 目標に関するレーティング情報が表示されるセクションのタ

イトル。

目標プラン レーティング

関連する目標 すべての目標がリストされるセクションのタイトル。 目標プラン 関連する目標

見通しの表示/見通しを非

表示

目標の連携階層を表示/非表示にするボタン。 目標プラン 連携

仕様 目標に関するその他の識別情報が含まれるセクションのタ

イトル。

目標プラン 仕様

開始日 目標達成の開始日および進捗計算の開始日を示しま

す。

目標プラン

ビジネス目標

仕様

ステータス 従業員目標の「ステータス」ドロップダウン・メニューで、「未

開始」、「進行中」、「完了済」および「取消済」を使用で

きます。

目標プラン

ビジネス目標

一般

努力目標値 目標に対する努力目標値（設定したターゲット値を超え

ることが可能）を小数部あり/なしの数値で表すことを示す

定量指標フィールド。この値は、完了率の計算には使用

されないことに注意してください。

目標プラン

ビジネス目標

指標

ターゲット値 目標に対して設定された達成のレベルを小数部あり/な
しの数値で表すことを示す定量指標フィールド。進捗率

目標プラン

ビジネス目標

指標
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

は、「実績」の値を「ターゲット」の値で除算して決定され

ます。

加重 目標の加重を示すフィールド。目標加重は0から99までの

整数で入力します。この数字からパーセントが自動的に

計算されて、整数とパーセントの両方が表示されます。加

重がパフォーマンス・レビューに引き継がれるのは、目標が

プランからレビューにコピーされたときです。

目標プラン レーティング
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ビジネス目標の使用

ビジネス目標

ビジネス目標は、「業務効率を5%向上」など、組織の意思または目的に関する定性または定量の記述です。

ビジネス目標権限が付与されている場合は、メンバーである組織または下位組織に対する目標を作成できます。

すべての目標には目標期間があり、この目標期間は通常、組織が従業員を評価する期間をミラー化するコンテナで

す。この期間に、ユーザーは目標達成に従事し、多くの場合この期間内に目標を達成することが期待されます。ただ

し、目標は複数の期間にわたる場合があります。

ビジネス目標機能には、目標のリスト、進捗の迅速更新を可能にする目標のvCard、および目標の開始日と終了日

のガント・タイムラインの3つのモードがあります。ガント・ビューでは、目標の開始日と終了日の調整に関してドラッグ・アン

ド・ドロップ機能がサポートされています。ガント・モードで目標の上に（マウスの）ポインタを重ねると、目標連携の要約、

日付および進捗が表示されます。目標の詳細にアクセスするには、3つのモードのいずれかから目標をダブルクリックしま

す。

ビジネス目標は、定量または定性のいずれかです。定性目標では、テキストベースの指標を入力します。たとえば、「企

業プランに対する従業員の理解の向上」などの目標では、指標に開催予定のトレーニング・プログラムおよびその他の

戦略の説明を含めることができます。つまり、目標には、成功を測定できる詳細な指標を設定しません。定性目標の進

捗は手動で入力します。

定量目標では、達成する特定のターゲットを入力します。たとえば、「従業員の自己都合離職を5%削減」などの目標

では、ターゲットは5%です。進捗を測定するには、値も入力する必要があります。差異は、進捗の割合計算で、実績

値をターゲット値で除算した値に基づきます。

連携による目標の作成

連携による従業員目標またはビジネス目標の作成では、直観的な方法が提供され、ユーザーは、組織の主要な目的

またはマネージャの目標に沿った目標を迅速に作成して、特定のニーズにあわせてその目標を調整できます。

この目標作成オプションでは、多くのビジネスで機能する方法（トップダウン連携またはカスケードを介して）で目標を作成

できます。連携による作成を使用すると、ユーザーは、目標を最初から作成する必要はなく、別のビジネス目標または

従業員目標を選択して、その目標を新しい目標を作成する際のテンプレートとして使用できます。主要な詳細が選択

した目標からコピーされ、新しい目標は選択した目標に自動的に連携されます。次にこの目標は、個々の目的を満た

すようにパーソナライズできます。

連携による目標の作成は、目標を最初から作成する方法の代替として提供されています。そのため、新しいビジネス目

標または従業員目標を作成するときに、目標を最初から作成するか、または目標連携を介して作成するかの選択を

求めるプロンプトが表示されます。後者を選択すると、連携先がビジネス目標か従業員目標かを選択できるダイアログ・

ボックスが表示されます。

別の目標への連携から新しい目標を作成すると、次の情報が自動的に入力され、必要に応じて編集できます。

• 目標の名前

• 目標の摘要

• 開始日と期日

• 現在の目標を作成するために選択された連携先目標
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印刷可能なビジネス目標プラン

特定期間におけるビジネス組織のすべてのビジネス目標を印刷可能な形式で提供するために、PDF版のビジネス目標

プランが用意されています。印刷出力には、プランのすべてのビジネス目標に関するすべての情報、または一部の目標の

情報のみを表示できます。

印刷可能な形式のビジネス目標を使用するには、 をクリックします。

印刷出力に表示する情報は、印刷オプションを使用して指定できますが、「目標詳細」は常に印刷されます。

値が表示されていないフィールドは、印刷出力形式のビジネス目標プランに表示されません。

印刷オプション 摘要

目標詳細 目標の名前と摘要（「ビジネス・プロジェクト」または「関連する目標」印

刷オプション（あるいはその両方）も選択されている場合の、目標、下

位目標、ビジネス・プロジェクトおよびマイルストンかどうかに関係なく）に

加えて、開始日と期日、ステータス、組織および重大度レベルが常に

表示されます。

指標 目標の進捗の実績値、ターゲット値および努力目標値、進捗率、お

よび特定の指標テキストが表示されます。

連携 ビジネス目標の連携先のテーマが表示されます。

ビジネス・プロジェクト プランの各ビジネス目標に関連するビジネス・プロジェクトが表示されま

す。

関連する目標 ビジネス目標に関連するその他のビジネス目標が表示されます。

ビジネス目標の作成

ビジネス目標の作成では、ビジネス目標を作成して定義し、後で組織のビジネス・プロジェクトを連携できます。

前提条件

ビジネス目標を作成して、「クイック・リンク」の下に「ビジネス目標」リンクを設定できるようにするには、ビジネス目標管

理者ユーザー・タイプが付与されている必要があります。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

ステップ

1. 選択した組織およびビジネス期間に対してビジネス目標がまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックして

目標プランを作成します。「作成」ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。

2. 「ビジネス目標」ページで、 をクリックします。

3. 「新規目標の作成」ウィンドウで、目標を連携から作成するのか、手動で最初から作成するのかを指定します。

• 連携から新規目標を作成を選択した場合は、「次」をクリックして連携する目標を選択します。

• 「手動で作成」を選択した場合は、「次」をクリックして目標に関する基本情報を入力します。

4. 「OK」をクリックして目標を作成し、目標詳細ページを表示して目標の情報をさらに入力します。

5. 完了後に、 をクリックします。
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結果

新しいビジネス目標が、「ビジネス目標」ページに表示されます。

次ステップ

ビジネス目標は、編集することも、他のビジネス目標と連携することもできます（連携済でない場合）。

ビジネス下位目標の作成

ビジネス下位目標を作成して、ビジネス目標に連携できます。

前提条件

既存のビジネス目標に対して作成できるビジネス下位目標は1つのみです。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

ステップ

1. 「ビジネス目標」ページで、下位目標を作成する目標を選択して をクリックし、「ビジネスの下位目標を追

加...」を選択します。

2. 「新規目標の作成」ウィンドウで、新しい下位目標に関する基本情報を入力します。

3. 「OK」をクリックして、目標詳細ページを表示します。

4. 必要に応じて追加情報を入力し、入力後に をクリックします。

結果

新しいビジネス下位目標が、親ビジネス目標に自動的に連携され、「ビジネス目標」ページの親目標の下に表示さ

れます。

ビジネス目標または下位目標の編集

ビジネス目標または下位目標の編集では、項目を修正したり、更新できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

ステップ

1. 「ビジネス目標」ページで、編集する目標または下位目標をクリックします。

2. 目標詳細ページで、目標または下位目標に変更を加えます。

3. をクリックします。

結果

変更内容が保存されます。

ビジネス目標の連携

ビジネス目標をテーマに連携できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標
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ステップ

1. 「ビジネス目標」ページで、連携する目標を選択します。

2. 目標詳細ページで、「連携」セクションまでスクロールし、「連携...」をクリックします。

3. 「連携」ウィンドウで、目標の連携先項目のカテゴリを選択し、対応する目標またはテーマのリストから目的の項

目を選択します。

4. 「OK」をクリックして連携を実行し、目標詳細ページに戻ります。

結果

これで、目標が選択した項目と連携されます。

目標連携の階層ビューが、「連携」セクションに表示されます。

ビジネス目標の再連携

ビジネス目標は別の目標に再連携することも、連携の関連付けを単に消去することもできます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

ステップ

1. 「ビジネス目標」ページで、再連携する目標を選択します。

2. 目標詳細ページで、「連携」セクションまでスクロールして「消去」をクリックし、既存の連携を削除します。

3. 新しい連携に進む前に、 をクリックする必要があります。

4. 「連携...」をクリックします。

5. 「連携」ウィンドウで、目標の連携先項目のカテゴリを選択し、対応する目標またはテーマのリストから目的の項

目を選択します。

6. 「OK」をクリックして連携を実行し、目標詳細ページに戻ります。

結果

これで、目標が新しい項目と連携されます。

目標連携の階層ビューが、「連携」セクションに表示されます。

「自分のプロジェクト」ページからのビジネス・プロジェクトの作成

「自分のプロジェクト」ページからビジネス・プロジェクトを作成すると、プロジェクト所有者を割り当てたり、プロジェクトで作

業する従業員に目標を直接割り当てることができます。プロジェクトを作成して、後でビジネス目標に割り当てたり、別の

プロジェクトのサブプロジェクトにできます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のプロジェクト

ステップ

1. 「自分のプロジェクト」ページで、

• をクリックして第1レベルのプロジェクトを作成し、後で連携します。または、



133 · Oracle Taleo Performance Cloud Service   ユーザー・ガイド

• サブプロジェクトを作成するプロジェクトを選択して をクリックし、「ビジネス・プロジェクトの追加...」を選択しま

す。

2. 「新規ビジネス・プロジェクトの作成」ウィンドウで、新しいプロジェクトに関する基本情報を入力します。

3. 「OK」をクリックしてビジネス・プロジェクトを作成し、プロジェクト詳細ページを表示して情報をさらに入力します。

結果

新しいビジネス・プロジェクトが作成されて、「自分のプロジェクト」ページのプロジェクトのリストに追加されます。プロ

ジェクトが別のプロジェクトの下に作成された場合は、親プロジェクトに自動的に連携され、親プロジェクトの横にある

矢印をクリックすると表示されます。

次ステップ

別のプロジェクトの作成や既存プロジェクトに対するマイルストンの作成など、他のタスクを実行できます。

「ビジネス目標」ページからのビジネス・プロジェクトの作成

「ビジネス目標」ページからビジネス・プロジェクトを作成すると、プロジェクト所有者を割り当てたり、プロジェクトで作業す

る従業員に目標を直接割り当てることができます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

ステップ

1. 「ビジネス目標」ページで、プロジェクトを作成する目標を選択して をクリックし、「ビジネス・プロジェクトの追

加...」を選択します。

2. 「新規ビジネス・プロジェクトの作成」ウィンドウで、新しいプロジェクトに関する基本情報を入力します。

3. 「OK」をクリックしてビジネス・プロジェクトを作成し、プロジェクト詳細ページを表示して情報をさらに入力します。

結果

新しいビジネス・プロジェクトが、「ビジネス目標」ページの選択した目標の下にプロジェクトとして追加されます。

ビジネス目標からプロジェクトを作成すると、そのプロジェクトは選択したビジネス目標に自動的に連携されることに注

意してください。

ビジネス・サブプロジェクトの作成

ビジネス・サブプロジェクトの作成は、プロジェクト所有者を割り当てたり、プロジェクトで作業する従業員に目標を直接

割り当てるために使用します。サブプロジェクトは、ビジネス目標または他のプロジェクトに対して作成できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のプロジェクト

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

ステップ

1. 「自分のプロジェクト」または「ビジネス目標」ページで、サブプロジェクトを作成する項目を選択して をクリック

し、「ビジネス・プロジェクトの追加...」を選択します。

2. 「新規ビジネス・プロジェクトの作成」ウィンドウで、新しいプロジェクトに関する基本情報を入力します。

3. 「OK」をクリックしてビジネス・プロジェクトを作成し、プロジェクト詳細ページを表示して情報をさらに入力します。
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結果

ビジネス目標または別のプロジェクトに対して作成されたプロジェクトは、親項目に自動的に連携されます。

プロジェクトまたはサブプロジェクトの連携

プロジェクトをサブプロジェクトまたはビジネス目標に連携できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のプロジェクト

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]ビジネス目標

ステップ

1. 「自分のプロジェクト」または「ビジネス目標」ページで、連携するビジネス・プロジェクトを選択します。

2. ビジネス・プロジェクト詳細ページで、「連携」セクションまでスクロールし、「連携...」をクリックします。

3. 「連携」ウィンドウで、プロジェクトの連携先項目のカテゴリを選択し、対応する項目のリストから目的の項目を選

択します。

4. 「OK」をクリックして連携を実行し、プロジェクト詳細ページに戻ります。

結果

プロジェクトが選択した項目に連携されます。

マイルストンの作成

マイルストンの作成では、特定作業のパッケージまたはフェーズの完了をマークするエレメントが作成されます。ビジネス・

プロジェクトのマイルストンを作成できます。

前提条件

マイルストンを作成して追加するには、事前にプロジェクトまたはサブプロジェクトを作成する必要があります。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のプロジェクト

ステップ

1. 「自分のプロジェクト」ページで、マイルストンを作成するプロジェクトを選択して をクリックし、「ビジネス・マイルスト

ンの追加...」を選択します。

2. 「新規マイルストンの作成」ウィンドウで、新しいマイルストンに関する基本情報を入力します。

3. 「OK」をクリックして、マイルストンを作成します。

結果

新しいマイルストンがプロジェクトまたはサブプロジェクトの下に表示されます。
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HR管理者による従業員目標プランの使用

従業員目標プランの表示

従業員目標プランの表示では、HR管理者が、ペンディング中の従業員目標プラン、承認が要求されていないかどう

か、または承認が進行中か否認されているかどうかにアクセスできます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]目標プラン

ステップ

1. 目的の目標プランを表示するために、目標プランをフィルタ処理します。

2. 結果グリッドで、対応する従業員の名前をクリックします。

結果

「目標プラン」ページが表示され、選択した従業員に関連付けられている目標が示されます。
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パフォーマンス管理のスタート・ガイド

パフォーマンス・レビュー

パフォーマンス・レビューは、特定期間における従業員の育成およびパフォーマンスの正式レコードです。これには、通常、

直近期間における従業員のパフォーマンスおよび達成のレビュー、および次の期間におけるアクションのプランの作成が

含まれます。

パフォーマンス・レビューには、目標、コンピテンシ、および組織によって定義されたカスタム・セクションのレビューを含めるこ

とができます。カスタム・セクションには、キー・パフォーマンス・インジケータ、育成アクティビティ、サーベイ質問、達成などの

項目を含めることができます。パフォーマンス・レビューは、構成可能なワークフローおよび承認サイクルをルーティングされ

ます（たとえば、最終レビューが従業員の永続的な雇用レコードになります）。

レーティング

レーティングは、パフォーマンス・レビューに表示される目標、コンピテンシまたはカスタム項目に関する従業員の結果また

は進捗の評価です。従業員とマネージャは両者ともレーティングを入力できますが、レビューの総合レーティングの計算に

はマネージャのレーティングのみが使用されます。

システム管理者がレビュー・フォームを構成するとき、レビューの総合レーティングに対してレーティング・モデルが定義され

ます。レーティング・モデルは各レビュー定義に関連付けられ、各セクションおよび各セクション内の項目に対して固有であ

ることも、レビュー・フォーム全体で同一であることも可能です。

ユーザーは、レビュー定義を定義する際に必要な基礎データに含まれる定義済レーティング・モデルのリストから、レーティ

ング・モデルを選択します。

総合レーティングは3つのエレメントで構成され、表示または非表示に構成できます。「Taleoパフォーマンス」ユーザー・イ

ンタフェースでは、レビューの要約、および各レビュー・セクションの要約で総合レーティングが使用可能です。すべてのコン

ポーネントを表示するように設定されている場合、総合レーティングは次のように表示されます。
 

 
1. 最初はレーティングのテキスト値で、「総合レーティングの表示」に対して「堅実なパフォーマンス」が選択されている場

合に常に表示されます。

2. 次の2番目のコンポーネントはレーティング・モデルで定義されたレーティングの数値で、表示または非表示に構成で

き、「総合レーティングを数値で表示」設定は「3」です。

3. 最後は計算済のレーティング値で、表示または非表示に構成でき、「総合レーティングの値の表示」設定は「2.83」

です。

総合レーティングは、各セクションのレーティングおよび加重に基づき、丸め処理されて計算されます。

レビュー・レーティングの丸め処理メカニズム

レビュー・レーティング計算の構成では、小数点切上げ用および最終レーティング値用の2つのしきい値があり、いずれも

レビュー定義およびレビュー・セクションの中で定義されます。

各しきい値フィールドはパーセンテージで表され、入力した後は、可能なレーティングの例が動的に表示されます。
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小数点切上げのしきい値を使用して、1つのセクション内の全項目のレーティング、および全セクションのレーティングの計

算済平均値を丸め処理する方法を決定します。「切上げ間隔の例」は、指定した小数点以下の桁数に従って、1間

隔について選択済しきい値のサンプル結果を示します。

小数点切上げのしきい値プロセスは単純な数学演算で、ほとんどの場合、しきい値はデフォルト値50%から調整する

必要はありません。実際、この値は基本的に0.5を限度にした切上げまたは切捨てに対応しており、世界中のコンピュー

タ化されたシステムのほとんどすべてでこれがデフォルトです。この計算で発生する可能性がある構成の変更は、使用す

る小数点以下の桁数です。小数点切上げステップは丸め処理されていない平均に基づいているため、「切上げ間隔の

例」に示される例は、選択したレーティング・モデルに依存していません。

「レーティング値選択しきい値」は、適切なビジネス固有のレーティングを個別に選択するという、プロセス内で完全に異

なるステップを定義します。この場合、顧客が特定の状況にあわせてしきい値を調整（通常は引上げ）するのが一般的

です。プロセスのこの部分では、前のステップで数学的に計算された切上げ値を入力として使用し、この値に関連付けら

れた数値に基づいて適切なレーティング値を決定します。小数点切上げのしきい値に対して示される例とは異なり、表

示される「レーティング値選択の間隔」は、関連付けられたレーティング・モデルおよび小数点以下の桁数に依存します

が、小数点切上げのしきい値自体には依存しません。

次に、可能な丸め処理の例をいくつか示します。

例:

2、3および4にレート付けされた3つのコンピテンシを含むレビューを考えてみます。ここで、平均は単純

に(2+3+4)/3=3と計算されます。すべてのコンピテンシは等しく加重され、すべて同じレーティング・モデルを使用するこ

とを前提にすると、次のように構成されます。

• 1: 低
• 2: 平均

• 3: 良
• 4: 非常に良好

• 5: 優良

次の例は少し異なり、3、4および4にレート付けされた3つのコンピテンシがあり、丸め処理されていない平均

は(3+4+4) / 3 = 3.666666666666666になります。

丸め処理された平均を求めるには、計算で小数点以下の桁数、および小数点切上げのしきい値が考慮されます。

一般的な小数点切上げのしきい値の50%を使用すると、丸め処理された平均は次のようになります。

• 小数点以下の桁数 = 2の場合: 3.666666666666666は3.67になります

• 小数点以下の桁数 = 1の場合: 3.666666666666666は3.7になります

• 小数点以下の桁数 = 0の場合: 3.666666666666666は4になります

• 一般的な実装ではありませんが、小数点以下の桁数 = 1、小数点切上げのしきい値 = 75%の構成を使用し

た場合、前述の丸め処理されていない平均は3.8（3.666666666666666はしきい値3.75より小さいため）にな

ります。

セクション内の項目、およびレビュー内のセクションに対して丸め処理された平均が確立されると、システムではしきい

値に基づく最終総合レーティングを計算する必要があります。「レーティング値選択しきい値」の値を使用して、丸め

処理された計算済の平均に対応する最終レーティングが決まります。

前述の例では、この2番目のしきい値によって、丸め処理された平均3.7に対する最終レーティングが「良」か「非常に

良好」かが決まります。

• 「レーティング値選択しきい値」が50%の場合は3.5で切り捨てられるため、3.7は4に丸め処理されて「非常に良

好」になります。
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• ただし、「レーティング値選択しきい値」が80%の場合は3.8で切り捨てられるため、3.7は3に丸め処理されて

「良」になります。

• これは一般的なケースで、会社によっては、平均の「良」と「非常に良好」の差がわずかである場合は、従業員を

「非常に良好」カテゴリに無理に入れたくないことがあります。

要約すると、小数点切上げのしきい値を使用して、丸め処理されていないレーティング平均を指定の小数点以下の

桁数に丸め処理する方法を決定し、「レーティング値選択しきい値」を使用して、平均を当初のレーティング・モデル

のレーティングに変換する方法が決定します。

従業員とマネージャのコラボレーション

この機能によって（適切に構成されている場合）、従業員はパフォーマンス・レビューへのアクセス権（個別の自己アセスメ

ントは除く）が付与されるため、レビューが完了するまで、レビューを編集したりマネージャとコラボレーションできます。

レビュー協力および「従業員にメイン・レビューのコラボレーションを許可」の両方の設定が有効な場合、従業員はレ

ビューの記述プロセスでマネージャとコラボレーションできます。これらの設定が有効な場合、従業員とマネージャは同じ

フォームを共有するため、自己アセスメントとマネージャ・アセスメントの間に違いはありません。マネージャと従業員の両

方がメイン・レビューに記述するときは、レビューが最初にどちらに割り当てられるかを設定します。次に、両者はレビュー・

フォームを相互に送信しあいます。

従業員とマネージャの両方がレビュー・プロセスの同じレビューに参加している場合、レビューを編集できるのは現在作成

権を持つ者のみであることが重要です。現在、レビューが従業員に割り当てられている場合、マネージャはレビューを編

集できません。マネージャが編集するには、従業員から作成権が戻される必要があります。これは、従業員がマネージャ

にレビューを送信した場合のみ可能になります。

一方、従業員が個別の自己アセスメントを完了する場合は、「従業員にメイン・レビューのコラボレーションを許可」の設

定をアクティブ化します。

レビュー - 目標プランの同期

これによって、従業員が自己アセスメントを提出するか、またはマネージャがレビュー・フィードバックを提出するまで、レ

ビュー・プロセスの初期ステージ中は目標およびレビュー情報を同期できます。

従業員の目標プランは、パフォーマンス・レビュー・プロセスの開始時点で確定できるとはかぎりません。また、レビューに対

する今後の変更が、目標プランに含まれる情報に影響を与える可能性があります。レビューと目標の同期を使用する

と、2つの内容の詳細が確実に同期化されます。

項目が同期化されると、目標関連のレビュー項目のリストにアイコンが表示されます。これは、項目の内容に加えられた

変更によって、その項目を参照する項目が自動的に更新される（またはその逆）ことを示しています。

パフォーマンス・レビューが提出される前に、次のアクションが同期化されます。

同期化アクション

パフォーマンス・レビューから目標プランへ 目標プランからパフォーマンス・レビューへ

• 目標およびコンピテンシ目標の追加または編集*
• 下位目標およびコンピテンシ下位目標の編集または削除

• タスクの作成、編集または削除

*主要な目標エレメントはシステムにすでに存在している必

要があるため、レビュー内に新しい目標を作成し、目標プラ

• 目標およびコンピテンシ目標の作成、編集または削除

• 下位目標およびコンピテンシ下位目標の作成、編集または

削除

• タスクの作成、編集または削除
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同期化アクション

パフォーマンス・レビューから目標プランへ 目標プランからパフォーマンス・レビューへ

ンに同期化して戻すことはできません。レビュー内にカスタム

目標を作成することはできますが、目標プランに同期化し

て戻すことはできません。レビュー内の目標の削除はそのレ

ビュー内でのみ発生し、目標プランには残ります。

従業員がパフォーマンス・レビューの自己アセスメントを提出するか、またはマネージャが従業員の評価を提出すると、レ

ビュー項目と目標項目は同期化されなくなります。

レビュー・コメントは同期化されません。

技術情報概要

レビューと目標の同期が使用可能な場合は、パフォーマンス・レビューが最初に目標プランから作成されると、レビュー項目が目標

項目にリンクされます。目標項目は、システム内のマスター・バージョンであり、主要な親レコードであるのに対し、レビュー項目は、

システム内の個々のオブジェクトであり、目標項目への参照を保持します。（前述のように）レビュー項目に変更が加えられて保存さ

れると、目標項目レコードが更新されます。従業員の自己アセスメントまたはマネージャ評価が提出された時点で、目標項目の情

報がレビュー項目にコピーされて、レビュー項目から目標項目への参照が切断されます。この時点以降、項目は完全に別々のオブ

ジェクトになります。

パフォーマンス・レビューの補正

従業員のグループは、レビューの補正によってレビューを相互に比較して補正でき、レビュー・レーティングの一貫性を維

持できます。

補正は2つのステップによるプロセスで、上級マネージャは組織の従業員レビューのパフォーマンス・レーティングを補正し、

次に補正済レーティングをより反映するようにそれらのレビューを改訂できます。特定のパフォーマンス・レビューの補正所

有者として指定されたHR管理者ユーザーは、補正処理を開始して、従業員のパフォーマンス・レビューの初期レーティ

ングを調整できます。

補正所有者がレビュー要求に明示的に割り当てられている間、検閲者は推薦されず、検閲者にタスクは割り当てられ

ません。補正所有者が補正処理を開始すると、この処理は上級マネージャと主要な関係者全員が協力する形で実行

されるため、特定のシステム・タスクが不要になります。ただし、補正が完了すると、タスクは補正済レビューのコメントを

改訂するために送信されます（通常は、レビュー・プロセス中に行われます）。

既存の機能ごとに、補正は一度に最大1000名の従業員に対してのみ実行できます。

チャート・モード

チャート・モードはパフォーマンス・レビューおよびタレント・プールのページに使用可能で、分析する人数に関する要約レベ

ルの情報をすばやく理解する機能を提供します。チャートを使用して、従業員メトリック、レビュー・レーティングおよび補

正を更新できます。

チャート・モードは、クライアントによって設定されるバー・チャートで構成されます。各チャートは、従業員のポテンシャルや

レビュー・レーティングなどの特定のメトリックについて分析する人数を表します。ユーザーは、各セグメント（人）の詳細を
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表示して、グループをさらに分析および管理できます。各バーを詳細に表示して、そのバーの各個人について追加のメト

リックを表示できます。

関連するテンプレートを構成する場合は、有効にしたチャートに従って複数のチャートへのアクセス権を付与できます。

パフォーマンス・レビュー管理のコンテキストでは、チャートは主として分析および補正の実行に使用されます。補正は詳

細レベルで実行されて、バーの各個人がリストに表示され、別のバーにドラッグ・アンド・ドロップできます。

チャートでは様々な情報が提供されます。最初に、上部にはチャートに関する全体的な情報が表示されます。

• グループ平均 - 現在のチャートに関連付けられたメトリックについて、レート付けされた人数の平均値を示します。メ

トリックに上書きされた値がある場合はその値が計算に使用され、ない場合は従業員に関連付けられた当初の値

が使用されます。

• 会社平均 - 現在のチャートに関連付けられたメトリックについて、会社全体の平均値を示します。これは全従業員

で、合計人数に含まれていない従業員も対象になります。

• 合計人数 - チャートに属する個人数を示し、レート付けした人数と未レート付け人数の両方が含まれます。

• 未レート付け人数 - チャートに属する個人の中で、分析するメトリックでレート付けされていないためにバーに含まれ

ていない個人数を示します。

次に、チャート自体には、チャートの各バーについて情報が表示されます（そのように構成されている場合）。次に、表示

される可能性がある統計を示します。

• 数 - マウスのポインタを重ねると、チャートに属する個人数が表示されます。

• 分布 - チャートに属する個人数全体（未レート付け人数は分布率に考慮されません）に対する、バーの個人数に

相当するパーセントが表示されます。

• ベンチマーク - チャートの各バーに対する期待分布（パーセント）が表示されます。また、ベンチマークはチャートに線と

しても表されます。

• 偏差 - ベンチマークの到達に対して現在の分布がどの程度乖離しているかを示します。偏差は、チャートに属する

個人数（合計人数）に基づいて、現在の分布をベンチマークと対比する計算です。ベンチマークに適合するには、何

人程度減らす（偏差がプラスの場合）、または増やす（偏差がマイナスの場合）必要があるかを示します。

レビューの自動保存

アプリケーションがタイム・アウトしたり、ユーザーが別のレビュー項目に移動した場合に情報が失われないように、レビュー

の自動保存機能が用意されており、一定時間ごとにレビュー情報が自動的に保存されます。

自動保存機能が使用可能な場合は、選択した自動保存タイプに応じて、定義した無動作期間の経過後、または一

定間隔でレビュー情報の自動保存が実行されます。さらに、レビュー・ウィンドウの最上部にタイム・スタンプ・ラベルが追

加され、ユーザーに対して最終自動保存の時刻が示されます。

この機能は、システム管理者が使用可能にすると、すべてのユーザーが使用できます。

自動保存機能が使用可能な場合でも、ユーザーはいつでも をクリックしてレビューを手動で保存できます。

オフライン・レビュー

権限を持つユーザーは、レビューをダウンロードしてローカルに作業を行い、そのレビューをパフォーマンス管理に直接アップ

ロードできます。

顧客が信頼できるインターネット接続を利用できなかったり、1台のコンピュータを共有している場合、またはマネージャが

飛行機内でレビューの作業を行う場合など、パフォーマンス・レビューをオンラインで完了することが常に簡単で可能であ
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るわけではありません。適切なレビュー編集権限を持つマネージャ、HR管理者、協力者および従業員は、次の作業を

行うことができます。

• 自身または部下の従業員のパフォーマンス・レビューをローカルにダウンロードします。

• ダウンロードしたパフォーマンス・レビューにレーティングおよびコメントを入力して変更します。

オフライン・レビューの編集可能な値は、コメントおよびレーティングのみです。

• 変更をいつでもローカルに保存して、段階的にレビューを完了します。

• 完了したレビューをTaleoパフォーマンス管理にアップロードします。

オフライン・レビューを使用する際の重要な検討事項は次のとおりです。

• オフライン・レビューは構成内で使用可能にする必要があります。

• オフラインを使用するには、レビューは「ドラフト」ステータスである必要があります。

• Adobe 11以降がインストールされている必要があります。オフライン・レビューはPDFです。Microsoft
WordやExcelはサポートされていません。

• ユーザーは、ダウンロードするセクションを選択できません。

オンライン・レビューで使用可能な構成オプションはオフライン・レビューに複製され、1セットの構成設定が複製されま

す。

• 履歴はサポートされていません。

• 要約のグリッドはサポートされていません。

• オフライン・レビューのバッチ処理はサポートされていません。一度に1つのレビューをダウンロードまたはアップロードでき

ます。

• オフライン・レビューで計算は実行されません。

アップロードおよびダウンロード機能へのアクセス

「レビューのダウンロード」および「レビューのアップロード」オプションは、ログイン・ユーザーにレビューを管理する権限がある

場合のみ表示されます。この権限を持つユーザーは、「アクション」メニューを使用してパフォーマンス・レビューをダウンロー

ドおよびアップロードできます。

さらに、マネージャは、「レビュー」ハブのコンテキスト依存メニューを使用してレビューをダウンロードおよびアップロードできま

す。
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レーティング計算

オンライン・レビューに対して選択された構成オプションは、オフライン・レビューに複製されます。これは、レビューをダウン

ロードおよびアップロードする際にレーティング計算がどのように機能するかを理解する上で特に重要です。ユーザーがオ

ンライン・レビューの計算済スコアを手動で上書きできる場合は、オフライン・レビューでも同様に行うことができます。ただ

し、オフライン・レビューで計算は実行されません。レーティングはアップロード時のみ再計算されます。「総合レーティング

の自動計算」および「総合レーティングの上書きを許可」は、オンライン・レビューとオフライン・レビューでのレーティング計

算の動作方法を決める重要なレーティング構成です。

設定 ナビゲーション

「総合レーティングの設定」および「レート

付け担当者による設定」
「構成」 > [Taleoパフォーマンス] > 「管理」 > [パフォーマンス・レビュー] > 「レビュー定

義」

計算済の要約レーティングを伴うダウンロードおよびアップロード

すでに値が計算された要約レーティングを伴うオンライン・レビューをユーザーがダウンロードすると、オフライン・レビューには

次のように表示されます。
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ユーザーがオフライン・レビューの項目またはセクションのレーティングを変更した場合、オフライン・レビューの要約レーティ

ングは計算されません。ただし、アップロード時に要約レーティングは再計算されて更新され、オフライン・レビューで行われ

た項目またはセクションのレーティングへの変更が反映されます。上書きされた値にはフラグが付けられ、感嘆符アイコン

で示されます。

手動で設定された要約レーティングを伴うダウンロードおよびアップロード

すでに値が手動で設定（上書き）された要約レーティングを伴うオンライン・レビューをユーザーがダウンロードすると、オフラ

イン・レビューには次のように表示されます。

ユーザーがオフライン・レビューの値を変更しないと、アップロード時に、この手動で設定（上書き）された値は保持され、オ

ンライン・レビューの上書き値としてフラグが付けられます。

要約レーティングに値が設定されていない場合のアップロード

ユーザーがオフライン・レビューの要約レーティングを消去して空白のままにすると、アップロード時に、値が自動的に計算

され、新たに計算されたレーティングがオンライン・レビューに入力されます。

メッセージ

プロセス/アクション メッセージ 詳細

PDF以外のファイル・タ

イプをアップロードしようと

した場合

エラー。

「ファイルを開くことができません。破損しているか、

形式が正しくない可能性があります。」

PDFファイル形式のみサポートされています。ファイ

ル形式が認識されない場合（PDF以外の形式）、

ファイルはアップロードされません。

レビューのPDFをアップ

ロードしようとしたが、従

業員が正しくない場合

エラー。

「アップロードしたファイルは、選択された従業員お

よびレビュー要求と一致しません。従業員とレビュー

要求を確認してください。」

従業員IDおよびレビューIDに対して検証が実行さ

れ、正しい従業員の正しいレビューがアップロードさ

れることを検証します。PDFは従業員レビューごと

に一意です。PDF上の従業員名または従業員情

報は変更できません。

日付チェック 警告。 オンライン・レビューとオフライン・レビューの最後に変

更された日付が相互に比較されます。オンライン・
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プロセス/アクション メッセージ 詳細

「このレビューの最新アップデートが[[前回レビュー

日 + 時間]]に発生しました。インポートしているレ

ビュー文書が最後に変更されたのは[[最終フォーム

更新 + 時間]]です。これが、現在のバージョンを上

書きします。続行しますか?」

レビューに対する変更の日付がオフライン・レビュー

に対する最終変更の日付より後の場合、ユーザー

は、オフライン・レビューをアップロードすると、オンライ

ン・レビューの現在のバージョンが上書きされることを

警告されます。

フィールドが見つからない

場合
警告。

「削除されたため、オンラインで更新できないフィー

ルドをレビュー文書で検出しました。他のすべての

フィールドの更新を続行しますか?」

たとえば、オンライン・レビューで目標が削除され

た一方、オフライン・レビューでは目標に対して作

業が行われる場合が考えられます。オフライン・レ

ビューからは項目を削除できないため、レビューが

アップロードされると、オンライン・レビューのいくつか

のフィールドが変更されたことをユーザーに警告し

て、この変更が調整されます。

アップロードを保存する

前の確認
警告。

「「[[従業員名]]」のレビュー要求「[[レビュー要求

名]]」を、選択したオフライン・レビューで更新しようと

しています。続行しますか?」

これは、オフライン・レビューをアップロードする前の

ユーザーに対するリマインダで、アップロード時に、オ

ンライン・レビューに存在するレーティング値とコメン

トがオフライン・レビューの値で上書きされることを示

します。

ネットワーク・エラーまた

は予期しないエラー

エラー。

「ファイル処理で問題が発生しました。再試行して

ください。」

ファイル検証 ファイル検証。

「ファイル検証進行中…」

これは、ユーザーが「アップロード」を選択すると表示

されます。

レビューのアップロード レビューのアップロード。

レビューのアップロード進行中…

これは、ファイルが検証された後、レビューがアップ

ロードされている間表示されます。

アップロード完了 アップロード完了。

レビューが正常にアップロードされました。

レビュー・アップロード・プロセスが正常に完了する

と、このメッセージが表示されます。

構成

• オフライン・レビューが適切かつ予想どおりに表示されるには、オフライン・レビュー機能でAdobe 11以降を使用する

必要があります。

ブラウザ設定およびAdobeバージョニングによって、PDFレビューが保存および表示される場所と方法が

決まります。

• 管理ページには、オフライン・レビューを使用可能にするための会社設定が含まれます。これは非公開設定で、サ

ポート・ユーザーのみ表示および編集ができます。
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タイプ権限

名前 場所

オフライン・レビューを使用可能 「構成」 > [Taleoパフォーマンス] > 「設定」 > [製品の設定] >
「オフライン・レビューを使用可能」

オフライン・レビューのダウンロード

パフォーマンス・レビューをダウンロードすると、権限を持つユーザーはオフラインでレビューにアクセスしてPDF形式で編集

できます。

前提条件

パフォーマンス・レビューをオフラインでダウンロードするには、レビューは「ドラフト」ステータスである必要があります。ユー

ザーにはレビューをダウンロードするための適切な権限が必要で、権限がない場合、ダウンロードおよびアップロードの

メニュー・オプションは表示されません。

「パフォーマンス」 > 「クイック・リンク」 > 「自分のパフォーマンス・レビュー」

「パフォーマンス」 > 「マネージャ・センター」 > 「パフォーマンス・レビュー」

ステップ

1. ダウンロードするパフォーマンス・レビューを選択します。

2. 「アクション」メニューから「レビューのダウンロード」を選択します。

3. 任意の場所にPDFを保存します。

結果

これで、パフォーマンス・レビューがオフラインでPDF形式で使用可能になり、編集できます。

オフライン・レビューのアップロード

パフォーマンス・レビューをアップロードすると、権限を持つユーザーはオフラインで編集されたレビューをアップロードできま

す。アップロード時に、オフラインで行われた変更が更新され、再計算が実行されます（該当する場合）。

前提条件

ユーザーにはレビューをアップロードするための適切な権限が必要で、権限がない場合、ダウンロードおよびアップロー

ドのメニュー・オプションは表示されません。

「パフォーマンス」 > 「クイック・リンク」 > 「自分のパフォーマンス・レビュー」

「パフォーマンス」 > 「マネージャ・センター」 > 「パフォーマンス・レビュー」

ステップ

1. アップロードするパフォーマンス・レビューを選択します。

2. 「アクション」メニューから「レビューのアップロード」を選択します。

3. パフォーマンス管理にアップロードするPDFを参照して、「アップロード」をクリックします。

システムでは、アップロードするファイルに対していくつかの検証が実行されます。たとえば、アプリケーションで選択

された従業員とは異なる従業員のレビューがアップロード対象として選択された場合、ユーザーに対してエラー・

メッセージが表示され、アップロードは中断されます。データが失われる可能性があるため、検証に関する警告や

エラーに注意することが重要です。
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4. 確認メッセージを読み、レビューとアクションが正しいことを確認して「確認」をクリックします。

結果

パフォーマンス・レビューの最新バージョン（オフラインでの編集を含む）がパフォーマンス管理アプリケーションに保持され

ます。
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パフォーマンス・レビューの使用

パフォーマンス・レビューの管理表示

マネージャ・センターのリンクからパフォーマンス・レビューにアクセスすると、ユーザーにはレビューのリストが表示されます。こ

れは、新しい管理表示として使用でき、特定グループのレビューを表示したり、必要な場合は一度に複数のレビューに

対してアクションを実行できます。

パフォーマンス・レビューの管理表示は、HR管理者ツールで管理者用に提供されている表示に似ていますが、フィルタが

異なります。この表示が使用可能になるのは、適切なユーザー・タイプ権限を持つユーザーがマネージャ・センターからレ

ビューにアクセスした場合のみです。

この管理表示は、マネージャが、自分が担当する従業員の集約されたレビュー情報にアクセスする必要がある場合に使

用できます。管理表示を使用すると、ユーザーは各従業員のレビューで個別に作業するのではなく、レビュー・プロセスお

よびパフォーマンス・レビュー関連のアクションやタスク（個別またはバッチ）を総合的に把握できます。

パフォーマンス・レビューの管理表示は、レビューの補正を実行する出発点になります。

また、パフォーマンス・レビューの管理表示には、ユーザーが使用できる各種フィールドやメトリックを決めるためのフィルタ・

パネルがあります。ユーザーはこれを使用して、任意の基準に従って表示されるレビューを絞り込むことができます。さら

に、ユーザーは、アクセスできる従業員レビューの範囲を狭めて、作業後のレビューをリスト、マトリックスまたはチャートの

いずれかで表示できます。デフォルトでは、リスト・ビューが表示されます。マトリックス・ビューおよびチャート・ビューが使用

できるかは、これらのビューを含むようにパフォーマンス・レビュー・テンプレートが構成されているかどうかによって決まりま

す。

実行できるアクションは、ユーザーのユーザー・タイプ権限、およびレビューの構成時に付与された権限によって決まりま

す。

レビューのフィルタ処理

パフォーマンス・レビューのフィルタは基本フィルタと拡張フィルタに分けられ、マネージャおよびHR管理者は「パフォーマン

ス」ハブでこれらのフィルタを使用して特定の従業員グループに焦点を絞り、その従業員グループに対してバッチ・アクショ

ンを実行したりレビューを補正できます。

基本フィルタ - レビューに対して一意で、「レビュー・サイクル」、「レビュー要求」、「直属の部下を含める」、「個人」および

「レビュー・ステップ」が含まれます。

拡張フィルタ - 様々なモジュールで使用でき、使用可能なフィルタは実装で有効になっているモジュールによって異なりま

す。

「レビュー・サイクル」および「レビュー要求」フィルタのデフォルト・ロジック

マネージャまたは上級マネージャがマネージャ・センターから「パフォーマンス・レビュー」ページをオープンすると、次の処理ロ

ジックが実行されます。

1. 「自分の直属の部下」オプションがデフォルトで選択されます。

2. これによって、ログイン・ユーザーの直属の部下である従業員のレビュー項目リストが生成されます。

3. 従業員のリストに基づいて、最新のレビュー・サイクルが検出され、「レビュー・サイクル」フィルタに値が入力されます。

4. 最新のレビュー・サイクルに基づいて、最新のレビュー要求が検出され、「レビュー要求」フィルタに入力されます。

例:
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マネージャAには、次のように、従業員1、従業員2および従業員3の3名の直属の部下がいます。

• 従業員1の最新のレビュー・サイクルは2011で、レビュー要求は「マーケティング・レビュー」です。

• 従業員2の最新のレビュー・サイクルは2012で、レビュー要求は「R+Dレビュー、2012年5月」です。

• 従業員3の最新のレビュー・サイクルは2012で、レビュー要求は「販売レビュー、2012年9月」です。

マネージャAがログインして「パフォーマンス・レビュー」モジュールをオープンすると、「レビュー・サイクル」には「2012」、

「レビュー要求」には「販売レビュー」と表示され、従業員のリストには従業員3が表示されます。

パフォーマンス・レビューのフィルタ

A - 「レビュー・サイクル」および「レビュー要求」はデフォルトで事前ロードされます。他のフィル

タとは異なり、これらのフィルタでは常に値が選択されるため、値の中に「設定なし」が含まれ

ています。「レビュー・ステップ」フィルタで使用可能なオプションは、これらの値によって決まりま

す。「レビュー・サイクル」フィルタが「設定なし」に設定されると、「レビュー要求」フィルタのオプ

ションは使用不可になります。「レビュー要求」が「設定なし」以外の値に設定されると、「レ

ビュー・ステップ」が使用不可になります。

B - 「自分の直属の部下を除外」はデフォルトで「いいえ」に設定されます。直属の部下と連

携して従業員の補正を行うとき、直属の部下にレーティングを見せたくない場合は、これを「は

い」に設定すると便利です。

C - 「個人」を使用すると、組織内のすべての従業員、直属の部下、または特定の従業員と

その直属の部下を表示できます。デフォルトでは「自分の直属の部下」が選択され、直属の

部下がリストに表示されます。デフォルトでは、フィルタに最大8名の直属の部下が表示されま

す。「表示件数を増やす」を選択すると最大16名の直属の部下を表示でき、「表示件数を

減らす」を選択するとデフォルト・ビューに折りたたまれます。直属の部下を1名選択すると、そ

の下位の全従業員がリストに表示されます。「その他」を選択すると、当該の従業員、および

組織でその従業員が所属する部署の全員が表示されます。他のフィルタ（拡張フィルタを含

む）が選択されている場合でも、これらのフィルタ・オプションから常に1つを選択する必要があり

ます。「個人」フィルタを消去して「リフレッシュ」をクリックすると、「自分の組織」フィルタ・オプショ

ンが自動的に適用されます。

D - 「レビュー・ステップ」フィルタを使用すると、現在、パフォーマンス・レビュー・ワークフロー内の

特定のステップにいる従業員のみを表示できます。選択可能なステップは、選択したレビュー

要求に関連します。ステップを選択すると、以前に完了したステップの従業員レビュー・ステー

タスを持つユーザーが表示されます。たとえば、「改訂ステップ」を選択すると「補正済」ステータ

スの従業員が表示され、「記述ステップ」を選択すると「ドラフト」ステータスの従業員が表示さ

れます。

E - 「拡張フィルタの表示」によって構成可能なフィルタが表示され、システム全体で様々な

モジュールで使用されます。拡張フィルタの「従業員」セクションの「マネージャ」フィルタには、デ

フォルトで、現在ログインしているユーザーは入力されません。

レビューが1000を超える場合は最初の1000のレビューが表示され、残りのレ

ビューを表示するにはフィルタをさらに絞り込む必要があります。
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パフォーマンス・レビューをフィルタ処理するには

前提条件

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]パフォーマンス・レビュー

ステップ

1. 「パフォーマンス・レビュー」ページの「フィルタ」パネルで、目的のレビューを表示するためのフィルタを選択します。

• をクリックして検索を起動し、結果をリフレッシュします。

• をクリックして既存のフィルタ値を消去します。そうしないと、前のフィルタがデフォルトで選択されます。

2. リストされたレビューの数が多すぎる場合は、フィルタをさらに絞り込んで前のステップを繰り返すと結果の数を減ら

すことができます。

この場合、次のフィルタ・セットが前の結果に適用されるように、 はクリックしないでください。

結果

指定したフィルタ・オプションに対応するレビューがリストされます。

次ステップ

レビューのリストから、各種バッチ・アクションの実行、レビュー・レーティングや従業員メトリックの補正、または別のモー

ドでのレビュー表示を行うことができます。

レビュー完了インジケータ（バブル）

パフォーマンス・レビューの「概要」領域では、レビュー完了バブルと対応する表示テキスト（「レーティング」および「コメン

ト」）がレビュー項目の構成方法を反映しています。これによって、パフォーマンス・レビューの項目が必須かどうか、および

それらが完了しているかどうかが視覚的に示されます。

インジケータの動作ロジックは、コメントまたはレーティングがレビュー項目で使用可能かどうかに基づきます。たとえば、レ

ビュー項目でレーティングのみ使用可能な場合、レビュー完了インジケータには、レーティングが入力されると項目が完了

することが示されます。バブルは常に、完了待ちの項目（レーティングまたはコメント）がまだ残っているかどうかを反映しま

す。表示テキストは、完了した項目、および必須の項目を示します。

必須情報はアスタリスク（ ）でフラグ付けされ、オプション情報はフラグ付けされません。

次のイメージは、まったく入力されていない場合のレビュー完了バブルの例で、レーティングとコメントの両方が使用可能

で、両方とも完了していないことを意味しています。さらに、表示テキストは、コメントが必須であることを示しています。
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この次のイメージは、入力途中のレビュー完了バブルの例で、レーティングとコメントの両方が使用可能で、片方が完了

したことを意味しています。さらに、表示テキストは、レーティングが完了していることを示しています（緑のチェック・マークで

示されています）。レーティングとコメントは両方とも、横にアスタリスクがないため必須ではありません。

次のイメージは、レビュー完了バブルと表示テキストの様々な組合せを示しています。
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レーティングまたはコメント、あるいは両方ともレビューに対して使用可能な場合、表示テキストはそれに応じ

て表示されます。次の例では、レーティングは使用不可ですがコメントは使用可能であるため、表示テキストに

はコメントのみ表示されます。また、この例では、アスタリスク・アイコンが表示されていないため、コメントはオプ

ションであることを示しています。

自己アセスメントの完了

自己アセスメントを完了すると、自分のパフォーマンスを評価できます。自己アセスメントの側面（自己アセスメントが割り

当てられる時期など）は、レビューのワークフローで構成されます。

前提条件

自己アセスメントが割り当てられて「自分のタスク」に表示されると、自己アセスメントを完了できます。

ステップ

1. 「自分のタスク」で、「表示」リストから「自己アセスメント」を選択します。

2. 「タスク」リストから、関連する項目を選択します。

3. 「要約」ウィンドウから「パフォーマンス・レビュー」を選択します。

4. レビューの「概要」セクションが表示されます。

5. 「レビューにアクセス」をクリックしてセクション要約に進み、自己アセスメントの記述を開始します。

6. レビュー全体を読み、フォームの「セクション」セグメントで、自己アセスメントが必要な項目を選択します。

7. 項目の情報セクションで、「加重」フィールドの下にあるレーティング・バーを使用して、適切な値を選択します。

8. レーティングに関するコメントが必須の場合、または任意にコメントを入力する場合は、「コメント」フィールドをダブ

ルクリックしてテキストを入力します。

入力するテキストが不明確な場合は、ツールボックスから「入力アシスタント」を使用して、既存のテキストのリス

トを取得できます。多くの場合、これらのテキストを参考にして適切なコメントを入力できます。入力アシスタント

は、従業員に対して関連する設定がアクティブ化されている場合のみ使用できます。

9. をクリックして、レーティングを保存します。

10. マネージャは、レビューのワークフロー構成に応じて追加項目をレビューに追加でき、その追加項目はプラス・アイ

コンで示されます。項目をパフォーマンス・レビューに含めるには、項目を選択して「追加」をクリックする必要があり

ます。
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11. マネージャにレビューをリリースする必要がある場合は、自己アセスメントの入力の完了をクリックし、追加コメント

を入力して「OK」をクリックします。

ユーザーによって、または自動的にレビューがクローズされると、そのレビューは編集できなくなることに注意してくだ

さい。

結果

タスクが正常に完了すると、その結果についてのメッセージが表示されます。自己アセスメントが完了すると、「ワークフ

ロー」タブのタスクに次の記号が表示されます: 。

レビューを従業員に返送

たとえば、従業員の自己アセスメントが不完全な場合や、従業員がレーティングの変更を希望する場合などは、マネー

ジャがレビューを従業員に返送する必要があります。このタスクは、一度に1つのレビューに対してのみ実行できます。

前提条件

マネージャは、このレビュー要求に対するレビュー・ワークフローを再度開始することを許可されている必要があります。

レビューは、完了して従業員が提出したが、マネージャはまだ提出していない必要があります。

「パフォーマンス」 > [自分のタスク]

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のパフォーマンス・レビュー（「その他」を選択）

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]パフォーマンス・レビュー

また、マトリックス・マネージャには、元のマネージャと同じ方法で、レビューを従業員に返送する権限が付与されていま

す。

ステップ

1. 目的のパフォーマンス・レビューを検索してオープンします。

2. 「パフォーマンス・レビュー」で、「アクション」プルダウン・リストから「レビューを従業員に返送」を選択します。

結果

レビューが従業員に返送され、「ドラフト」ステータスにリセットされます。

従業員のパフォーマンス・レビューの承認

パフォーマンス・レビュー・ワークフローに承認プロセスが含まれる場合、レビュー要求で指定された承認者は、マネージャ

による従業員のパフォーマンス・レビューおよび従業員の自己アセスメント（これもワークフローの中で処理されます）を検

証して、承認または否認できます。

前提条件

レビュー要求で承認者として指定されている必要があります。

ステップ

1. TaleoパフォーマンスまたはEメール経由で承認するレビューを選択します。

• 「従業員のパフォーマンス・レビュー」を選択して「自分のタスク」をフィルタ処理し、承認タスクに提出するレ

ビューを1つ選択して、要約情報パネルから「パフォーマンス・レビュー」を選択します。

• 承認Eメールをオープンし、パフォーマンス・レビューのリンクをクリックします。シングル・サインオン（SSO）環

境で作業している場合は直接レビューにアクセスできます。そうでない場合は、レビューにアクセスする前

にTaleoパフォーマンスにログインする必要があります。
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2. 「パフォーマンス・レビュー」に、レビューの「概要」セクションが表示されます。

3. レビュー全体を読み、入力されたレーティングおよびコメントを検証します。

承認タスクでは、編集作業はできないことに注意してください。

4. 「承認の決定」をクリックして、「承認」ダイアログ・ボックスを表示します。

5. コメントを入力し、「承認」をクリックしてレビューを次のワークフロー・ステージに進めるか、または「否認」をクリックし

てレビューを前のステージに返します。

結果

タスクが正常に完了すると、その結果についてのメッセージが表示されます。また、ワークフロー・ステータス・バーの承

認者のタスクに次の記号が表示されます: 。

レビューの補正

レビューの補正には、補正フェーズの開始、従業員に対する補正の実行、補正済レビューのコメントの改訂、および補

正フェーズの終了が含まれます。

補正が行われるのは、パフォーマンス・レビューのドラフト・ステップの後、つまり、マネージャと従業員が自分のアセスメント

を完了し、レビューが承認ステップまたはリリース・ステップに進む前です。

補正の開始

補正処理は、補正対象のレビューに対するレビュー要求の補正所有者が開始します。

受入可能な数のレビューがレビュー・ワークフローの記述ステップを正常に通過すると、補正所有者は補正を開始して、

レビューを補正ステップに移動できます。通常、補正所有者は主要な関係者や検閲者と面談して、会社のレビュー・プ

ロセスが十分に進み補正を開始できることを確認します。

ログイン・ユーザーが選択済レビュー要求の補正所有者で、その要求に関連付けられた従業員が補正ステップにまだ進

んでいない場合に、「パフォーマンス」ハブでのみ「補正の開始」が使用可能になります。

補正が開始されると、マネージャがレビューを提出したかどうかに関係なく、ドラフト・ステップの全レビューが補正ステップに

移動します。

補正レーティングのロック

補正時には、レビュー全体がロックされ、補正レーティングの変更がレビュー履歴で追跡されます。

補正時のレビューは、検閲者のみ編集できます。レビュー作成者は、補正時はレビューを変更できません。レビューは、

提出された後はすべてのレビュー作成者に対してロックされます。レビュー・プロセスの補正フェーズでは、補正済セクショ

ン・レーティングを変更できるのは検閲者のみです。レビュー・プロセスの改訂フェーズでは、すべての補正済セクション・

レーティングはロックされたままですが、未補正セクション・レーティング、項目レーティングおよびコメントはレビュー作成者

に対してオープンです。

補正フラグ

補正フラグは、レーティングが変更を含む補正か、変更を含まない補正かを示します。これらのフラグは、補正セクション

およびレビュー総合レーティングに適用されます。レビュー・ワークフローのステップに応じて、レビュー要約セクションおよび

「総合レーティング」セクションに、次の3つのフラグが表示されます。

• 上書きされた値
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• 変更を含む補正

• 変更を含まない補正

補正イベント履歴の追跡

レビュー履歴によって、総合レーティングおよびセクション・レーティングに関連するすべてのイベントが追跡されます。補正

で使用するセクション・レーティングまたは総合レーティングへの変更を含むイベントがレビュー履歴に記録されます。次の

イベントがレビュー履歴で追跡されます。

• 割り当てられたレビュー・セクション・レーティング

• 割り当てられたレビュー総合レーティング

• 変更されたレビュー・セクション・レーティング

• 変更されたレビュー総合レーティング

印刷では補正フラグはサポートされていません。
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補正を開始するには

前提条件

レビュー要求の補正所有者であり、ワークフローに補正ステップが含まれている必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]パフォーマンス・レビュー > など

ステップ

1. 補正対象のレビュー・サイクルおよびレビュー要求を選択し、 をクリックします。

従業員を表示しないことも可能です。これによって補正を開始できなくなることはありません。

2. 「補正の開始」をクリックします。

記述ステップから補正ステップに移動される従業員の数を示すメッセージが表示されます。

3. 「OK」をクリックします。

[プロセス履歴の表示]からアクションの進捗を確認できることを示すメッセージが表示されます。

結果

レビュー要求に関連付けられたすべての従業員が補正ステップに移動されます。

次ステップ

従業員の上級マネージャは従業員の補正を開始できます。

補正の実行

補正が開始されると、補正所有者および上級マネージャは「パフォーマンス」ハブでチャートを使用して従業員に対する

補正を実行できます。

補正には、「従業員 - レビュー・レーティング」、「従業員 - 目標レーティング」または「従業員 - コンピテンシ・レーティン

グ」を使用するチャートのみ使用できます。この3つから会社でどれを使用するかは、実装によって異なります。

バー詳細を表示すると、チャートに含まれている従業員およびメトリックを確認して、それらのチャート内での配置を適切

に判断できます。

各従業員に対して補正を個別に実行するには、リストから「現在のレビュー・レーティング」および現在のセクション・レー

ティング値を選択します。最大20名の従業員を一度に補正するには、リストから従業員を選択して、バー列にドラッグ・

アンド・ドロップします。

補正を実行するには

前提条件

HR管理者が補正を開始している必要があります。

レビューを補正するのは上級マネージャである必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]パフォーマンス・レビュー > 「チャート」

ステップ

1. 補正対象のレビュー・サイクルおよびレビュー要求、および補正対象の従業員を絞り込むための追加基準を選

択し、 をクリックします。
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2. 「チャート」リストから、必要なチャートを選択します。

補正が必要なレビューのセクション数に応じて、1つ以上のチャートが補正に必要になる場合があります。補正す

るレーティングごとに個別のチャートが必要です。

3. リストから従業員を選択して（最大20名）、適切なチャート・バーにドラッグ・アンド・ドロップします。

または

現在のレーティング列で、個々の従業員のレーティングをリストから選択します。

それに応じて、バー・チャートおよび現在のレーティング列の両方が更新されます。

結果

補正を必要とした各レビュー・セクション・レーティングはレーティングが上書きされ、レビューに関連付けられた従業員

のリストを「パフォーマンス」ハブのリストに表示すると、ステータスが「補正済」と表示されます。

次ステップ

直属のマネージャおよび従業員はレビューを改訂できるようになり、その後、補正所有者が補正処理を終了できま

す。

補正の終了

従業員のレビュー・スコアが補正された後、パフォーマンス・レビューは改訂ステップに進むことができます。

補正は、「補正の終了」または「補正の完了」のいずれかのオプションを使用して終了できます。「補正の終了」はバッ

チ・アクションで、レビュー要求に関連付けられたすべての従業員レビューを取得して、改訂ステップに移動します。「補正

の終了」は補正所有者が「パフォーマンス」ハブから使用できるバッチ・アクションで、レビュー要求に関連付けられたすべ

ての従業員を改訂ステップに移動します。「補正の完了」はHR管理者および補正所有者が使用でき、特定の従業員

を選択して次のステップに移動できます。

補正を終了または完了するときは、補正で使用されたレビューのセクションごとに、各従業員に補正済レー

ティングが割り当てられていることを確認する必要があります。

補正フェーズが終了すると、従業員およびマネージャは、補正が開始されたときにドラフト・ステージにあったレビューの記

述を終了できます。「従業員レビュー・ステータス」は「補正済」と表示され、従業員の直属のマネージャは改訂プロセス

を完了するタスクを受け取ります。

改訂プロセス中、マネージャは任意の項目にコメントを追加できますが、補正で使用されたレーティングはロックされて読

取り専用で表示されます。補正で使用されなかったセクションおよび項目は、レーティングを変更できます。改訂が完了

するとステータスは「改訂済」になり、レビューはワークフローの次のステージ（承認、リリースなど）に進むことができます。

補正を終了するには

前提条件

レビュー要求の補正所有者であり、ワークフローに補正ステップが含まれている必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]パフォーマンス・レビュー > など

ステップ

1. 補正を終了するレビュー・サイクルおよびレビュー要求を選択し、 をクリックします。

従業員を表示しないことも可能です。これによって補正を開始できなくなることはありません。

2. 「補正の終了」をクリックします。
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補正ステップから改訂の完了ステップに移動される従業員の数を示すメッセージが表示されます。

3. 「OK」をクリックします。

[プロセス履歴の表示]からアクションの進捗を確認できることを示すメッセージが表示されます。

結果

レビューは、レビュー・ワークフローの次のステップ（リリースまたは承認のいずれか）に移動します。

承認中のレビューの調整

承認時にレビューを調整することによって、HR管理者はレビューを変更できます。

前提条件

HR管理者にレビューを編集する権限を付与するには、この権限を付与する検閲者設定がアクティブである必要が

あります。

「HR管理ツール」 > 「パフォーマンス・レビュー」

ステップ

1. 任意のレビューを表示するためのフィルタを選択します。

2. 結果グリッドで、レビューを調整する従業員の名前をクリックします。

3. 「パフォーマンス・レビュー」ページが表示されたら、編集するレビューのセクションに移動し、必要な変更を行いま

す。

編集ができない場合は、検閲者権限が付与されていないことを意味します。

4. 言語チェックを実行するようにTaleoパフォーマンスが構成されている場合は、「アクション」メニューから選択できま

す。

レビューの自由形式テキスト・フィールド内の言語は、手動で不適切なフレーズをチェックできます。

5. すべての変更を行った後に、「保存」をクリックします。

結果

パフォーマンス・レビューに変更内容が反映されます。

追加レーティングの要求

他のレート付け担当者からの追加レーティングの要求は、目標、コンピテンシまたはカスタム項目のフィードバックの要求

に似ています。その目的は、従業員のパフォーマンスをより適切に評価することです。レート付け担当者が入力するレー

ティングはレビューに含まれます。

前提条件

レビュー要求で「複数のレート付け担当者の要求」が選択されている必要があります。「複数のレート付け担当者の

要求」機能は「アクション」メニューから選択できます。

ステップ

1. 他の担当者にレーティングの提出を要求するパフォーマンス・レビューをオープンします。

2. 「アクション」メニューで「複数のレート付け担当者の要求」をクリックします。

3. 「フィードバックの要求」ウィンドウで「宛先」をクリックし、フィードバック要求の受信者を選択します。

4. カレンダ・アイコンをクリックして、期日をクリックします。

5. 優先度を変更するには、現在の優先度値をクリックし、次にリストから新しい値をクリックします。
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6. フィードバックする項目の横にあるチェック・ボックスを選択します。

7. 必要に応じて、コメントを入力するか、デフォルトのコメント（入力されている場合）を編集し、使用可能な編集オ

プションを使用してテキストを書式設定します。

8. 「要求の送信」をクリックします。

結果

受信者は「自分のタスク」でフィードバック要求を受け取ります。要求された項目ごとに受信者がレーティングを入力し

てフィードバックを送信すると、レート付け担当者が入力したレーティングとコメントが、レビューの「フィードバック」パネル

およびレビュー・フォームに表示されます。

レビュー記述に参加する協力者

従業員のマネージャによって従業員がレビュー協力者に指定されると、その従業員はレビューの記述プロセスに参加でき

ます。

レビューを管理するユーザーは、他の従業員を協力者にすることによって、レビューの記述プロセスで他の従業員とコラボ

レーションできます。レビューのレート付け担当者は主にフィードバック要求（レビュー自体ではない）からコメントを提供す

るのに対して、レビュー協力者はコメントをレビュー・フォームに入力する権限が付与されています。

レビューに参加して編集する権限が付与されるには、従業員以外のユーザーおよび従業員のマネージャが協力者にな

る必要があります（マトリックス・マネージャを含む）。

したがって、マトリックス管理の目的で、マトリックス・マネージャもレビュー協力者である必要があります。マトリックス管理

関係が確立された時期に応じて、次の2つの可能性があります。

• レビューの作成前にマトリックス管理関係が作成された場合、マトリックス・マネージャは自動的に協力者になります。

• レビューの作成後にマトリックス管理関係が作成された場合、マトリックス・マネージャは自動的に協力者になりませ

ん。ユーザーはマトリックス・マネージャを協力者として手動で追加する必要があります。

レビュー定義、レビュー・サイクルおよびレビュー要求の構成に従ってシステムでレビューが作成されるときは、次のように処

理が実行されます。

• システムでレビューが作成されます。

• レビューごとに、レビューの従業員およびマネージャ作成者が割り当てられます。

• 選択した従業員にマトリックス・マネージャがいるかどうかが検証されます。

• 現在、マトリックス・マネージャに従業員へのアクセス権があることが判明した場合、それらのマトリックス・マネー

ジャはレビューの協力者として指定されます。

• レビューの作成が完了します。

• この新しい従業員レビューのセキュリティ関係が更新されます。マネージャ作成者や従業員と同様に、協力者はレ

ビューに対する所有権があります。マトリックス・マネージャはマトリックス管理へのアクセス権があります。

レビューに複数の参加者（プライマリ・マネージャや協力者を含む）がいる場合、すべてのユーザーはレビューに対して同時

に作業できます。ただし、変更内容を保存できるのは、レビューを保存した最初のユーザーです。2番目に保存しようとし

たユーザーには、レビューが別のユーザーによって更新され、変更を行ったり保存する前にレビューをリフレッシュする必要

があることを示すメッセージが表示されます。

レビュー協力者は、「レビュー協力者の管理」アクションから追加したり削除できます。

タスク割当

協力者がレビューに追加され、レビューの記述プロセスへの参加を求められると、協力者には、タスク・リストを使用して、

実行するタスクが通知されます。次の2つのタスクを割り当てることができます。
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• 従業員レビューの記述 - レビューが「ドラフト」ステータスで承認のためにまだ提出されていない場合、およびレビュー

が従業員に再送信されてマネージャによって「ドラフト」にリセットされた場合

• 承認の再オープン - レビューが否認されてマネージャに再送信された場合

タスクが割り当てられるのは、レビューが作成されて協力者がすでに存在する場合、または後で協力者がレビューに手動

で追加された場合です。

次の表に、マトリックス・マネージャが実行できるアクション、およびレビュー協力者に許可されているアクションを示します。

タスクまたはアクション 協力者が実行できるタスク マトリックス・マネージャが実行できるタスク*

従業員レビューの記述（一次、否認済ま

たは再度開始されたレビュー）

可 不可

承認のために提出 不可 可

承認の再オープン 不可 可

承認の決定 不可 不可（レビュー・ワークフローでマトリッ

クス・マネージャが承認者として定

義されている場合、または元の承

認者が自分のタスクをこのマトリック

ス・マネージャに委任した場合を除く）

従業員レビューのリリース 不可 可

確認の要求 不可 可

確認 不可 不可

レビュー・プロセス定義で「マネージャ

に従業員の確認内容の上書きを許

可」設定がアクティブな場合でも、

マトリックス・マネージャは従業員の

かわりにレビューを確認できません。

レビューを従業員に返送 不可 可

レビューの取消 不可 不可

レビューの転送 不可 不可

レビュー協力者の管理 不可 不可

タスク・リストを使用して「従業員レビュー

の記述」または「承認の再オープン」タスク

を通知

可 可

タスク・リストを使用して「承認のために提

出」、「リリース」、「確認の要求」または「ク

ローズ」タスクを通知

不可 可

レビューの作成前にマトリックス関係が作成された場合、マトリックス・マネージャはレビュー協力者として自動的に追加さ

れるため、協力者に許可されているタスクを実行できることに注意してください。
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レビュー協力者を追加するには

従業員のマネージャによってレビュー協力者が追加されると、そのレビュー協力者はレビューの記述プロセスに参加できま

す。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のパフォーマンス・レビュー

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]パフォーマンス・レビュー

ステップ

1. 協力者を追加するパフォーマンス・レビューをオープンします。

2. 「アクション」メニューから「レビュー協力者の管理」を選択します。

3. 「レビュー協力者の管理」ウィンドウで、 をクリックします。

4. 「ユーザー・セレクタ」ウィンドウで、次の手順を実行します。

a) 目的のユーザーを検索するのに必要な検索オプションを選択します。

b) 「検索結果」ボックスで、目的の協力者を選択します。

c) をクリックして、「選択」ボックスに追加します。

d) 選択したユーザーの直属の部下を自動的に追加する場合は、「直属の部下を含める」オプションを選択しま

す。

e) 「選択」をクリックします。

5. 「レビュー協力者の管理」ウィンドウに戻って「OK」をクリックします。

結果

協力者には、タスク・リストを使用して、実行するタスクが通知されます。

レビュー協力者を削除するには

従業員のマネージャによってレビュー協力者が削除されると、そのレビュー協力者はレビューの記述プロセスに参加できな

くなります。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のパフォーマンス・レビュー

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]パフォーマンス・レビュー

ステップ

1. 1名または複数の協力者を削除するパフォーマンス・レビューをオープンします。

2. 「アクション」リストから「レビュー協力者の管理」を選択します。

3. 「レビュー協力者の管理」ウィンドウで、削除する協力者のチェック・ボックスを選択して、 をクリックします。

4. 「OK」をクリックしてウィンドウをクローズし、パフォーマンス・レビューに戻ります。

レビュー情報の比較

マネージャは、異なる従業員グループについて、コンピテンシ、要約セクションのレーティング、カスタム・セクションの一部と

して構成された項目、および総合レーティングを比較できます。
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前提条件

マネージャが従業員のパフォーマンス・レビューを完了する際に、マネージャのみが比較を実行できます。

ステップ

1. 他の従業員と比較する従業員のパフォーマンス・レビューをオープンします。

2. 目次から、比較対象の項目（目標、コンピテンシなど）を選択します。

3. 「比較」をクリックすると、追加情報およびオプションが表示されます。

4. 現在の従業員と比較する従業員のグループを指定します。

5. 必要に応じて、任意の「含む」オプションをクリックします。

結果

現在の従業員と比較される従業員のリスト、および選択した項目に対応するレーティングが表示されます。
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パフォーマンス・レビュー管理

印刷可能なパフォーマンス・レビュー

特定期間のレビューを印刷可能な形式で提供するために、PDF版の従業員のパフォーマンス・レビューが用意されてい

ます。印刷出力にはすべてのセクションまたは特定のセクションを含めることができ、完了待ちのフォームとして印刷できま

す。

印刷可能な形式を使用すると、ユーザーが をクリックするだけで、自分のパフォーマンス・レビューまたは直属の部下の

レビュー（該当する場合）を印刷できます。

ユーザーは、印刷オプションを使用して印刷対象のセクションや情報を選択でき、印刷したレビューを手動による完了待

ちのフォームとして表示するオプションも用意されています。「空のレーティング・フィールドとコメント・フィールドの表示」設

定が選択されている場合、印刷されるレビューにはコメントおよびレーティング用の空白が含まれます。

デフォルトでは、「履歴」セクションを除いて、すべてのレビュー・セクションが印刷対象として選択されます。項目名、摘

要、レーティングおよびコメントは常に含まれ、印刷されるレビューから除外できません。ただし、その他の情報はオプション

です。

印刷対象のセクションは、レビュー自体と同じ順序で表示されます。また、レビューの構成および設定に応じて、一部の

セクションがレビューに含まれない場合は表示されません。次の表に、表示対象として可能な各セクションに関連するレ

ビュー設定を示します。

印刷可能なセクションまたはオプション 摘要

「概要」セクション 関連する設定がある場合に、印刷オプションとして常に提示されるセクション。

「総合要約」セクション レビュー定義構成の「要約の表示」設定がアクティブな場合のみ提示される印刷

オプション。

「履歴」セクション レビュー定義構成のレート付け担当者タイプに対して「履歴セクションの表示を許

可」設定がアクティブな場合のみ提示される印刷オプション。

レビュー内の各セクションの名前 レビューに含まれるすべてのセクション（「概要」、「総合要約」および「履歴」を除

く）が印刷オプションとして表示され、セクションを印刷するかどうかを選択します。

項目名、摘要、レーティングおよびコメント レビュー内の項目ごとに、名前、摘要、レーティングおよび関連するコメントが常に

印刷されます。

「インストラクション」オプション 関連する設定がない場合に、常に提示される印刷オプション。

「フィードバック」オプション 関連する設定がない場合に、常に提示される印刷オプション。

***「フィードバック」オプションには、マネージャに対して複数のレート付け担当者の

み含まれることに注意してください。従業員は複数のレート付け担当者のフィード

バックを表示できません。ただし、それ以外のフィードバックは従業員も表示できま

す。

「追加情報」オプション 関連する設定がない場合に、常に提示される印刷オプション。

要約セクション・グリッド・オプション 関連する設定がない場合に、常に提示される印刷オプション。
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印刷可能なセクションまたはオプション 摘要

「空のレーティング・フィールドとコメント・フィール

ドの表示」

レビューを手動による完了待ちのフォームとして印刷するための印刷オプションで、

レーティングおよびコメントを入力するための空白が含まれます。

PDF版のレビューは、次のように印刷することも可能です。

• 会社ロゴを印刷します。

• ページ番号を印刷します。

• 次の項目のみを含む短いバージョンのレビューを印刷できます。

• 項目名

• 項目の定義

• 項目のレーティング

• 項目のコメント

• 印刷対象のレビュー・セクションを選択できます。

• 印刷バージョンにユーザーが直接レーティングおよびコメントを入力できるフォームとして、レビューを印刷できます。

パフォーマンス・レビューを印刷するには

任意のパフォーマンス・レビューの印刷はいつでも実行できます。レビューのインストラクション、レーティング・モデルまたは

要約リストを非表示にするように印刷書式が構成されている場合を除き、レビューの印刷バージョンには、レビューに含ま

れるすべての情報が表示されます。表示される情報は、現在のワークフロー・ステップでのレビューが反映されます。

前提条件

パフォーマンス・レビューの印刷プレビューを表示してからレビューを印刷するには、Adobe Acrobat Readerがコン

ピュータにインストールされている必要があります。

ステップ

1. 印刷するパフォーマンス・レビューをオープンして、 をクリックします。

2. 「印刷オプション」ウィンドウで、印刷されるレビューに含めるセクションおよび情報を選択します。

レビューの記述を完了するためにレビューを印刷する場合は、必ず「空のレーティング・フィールドとコメント・フィー

ルドの表示」を選択してください。

3. 「印刷」をクリックします。

4. Acrobat Readerがオープンし、パフォーマンス・レビューがPDFファイルとして表示されます。レビューを印刷するに

は、Acrobat Readerで“プリンタ”アイコンをクリックします。

結果

Acrobat Readerでパフォーマンス・レビューが印刷されます。レビューが表示されている間は、Acrobat Readerで使

用可能な機能を実行できます。

自動リマインダ

自動リマインダを設定する構成機能を使用すると、パフォーマンス・レビュー用に定義された指定のワークフロー内の各レ

ビュー・アクションにリマインダを設定できます。システム管理者は、個々のレビューのステップ・レベルまたはアクション・レベ

ルの一部またはすべてにレビュー・プロセス・リマインダを設定できます。通知がワークフロー・イベントによってトリガーされ、

静的であるのに対して、リマインダは構成可能で、タスクの達成を促進するためにEメールをユーザーに送信する機能を
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提供します。リマインダにはディープ・リンクが挿入され、従業員がEメール内から各自のパフォーマンス・レビューに直接移

動できます。

例:

現行年度のパフォーマンス・レビュー・サイクルが構成され、組織内の全従業員に割り当てられました。自己アセスメ

ントの作成タスクが割り当てられた時点で、全従業員に通知Eメールが送信されました。リマインダEメールは、自己

アセスメント・タスクが割り当てられた日付から2週間に1度の実行で、タスクの完了時点で停止するように構成され

ました。Juliaは自己アセスメントのレビュー期限が2013年3月31日であることが記載されたEメール通知を受信しま

す。JuliaがリマインダEメール内のリンクをクリックすると、自己アセスメントのレビューが直接表示されます。彼女は自己

アセスメントについて2時間作業しますが、別のタスクに取り組む必要があります。Juliaは新しいプロジェクトに従事し、

パフォーマンス・レビューの件は完全に忘れています。リマインダEメールを2週間に1度送信するように構成されているた

め、Juliaは、パフォーマンス・レビューへのリンクが含まれるEメール・リマインダを再度受信します。期限の直前になって彼

女はマネージャと1対1で自己アセスメントを完了しました。Juliaがタスクを完了したことでEメール・リマインダは停止しま

す。

レビューが転送される場合、レビューのリマインダは新しい従業員に送信され、反対に以前の従業員へのリマ

インダは停止することになります。レビュー要求またはレビュー・サイクルを複製すると、すべての情報がコピーされ

て通知およびリマインダが含まれます。

パフォーマンス・レビュー内の目標情報の管理

目標プランはパフォーマンス・レビューの基礎であるため、レビューの目標項目を表示して、場合によっては編集できます。

パフォーマンス・レビュー内の目標を管理するには

パフォーマンス・レビュー内の目標の管理には、評価対象の新規目標を作成してパフォーマンス・レビューに追加したり、

既存の目標を編集または削除することが含まれます。

前提条件

対応するレビュー・セクションの構成時に、必要な権限が付与されている必要があります。さらに、目標を追加（また

は作成）、編集および削除する権限は別々に付与されるため、実行できるタスクと実行できないタスクがある場合が

あります。

ステップ

1. 目標を管理するパフォーマンス・レビューをオープンします。

2. 目次から、関連する目標セクションの名前をクリックします。

3. セクションの「レビュー」タブから「セクション項目の管理」をクリックします。

4. 「目標セクションの管理」ウィンドウが表示され、次のいずれかのステップを実行できます。

• 新規目標を作成するには、「作成」をクリックします。

• 新規目標を追加するには、「追加」をクリックします。

• 目標を削除するには、 をクリックします。

• 目標を編集するには、 をクリックします。

新規目標を追加する場合は、セレクタ・ページがオープンします。表示されたリストから、新規目標を選択できま

す。

新規目標を作成する場合は、作成ページがオープンします。このページで、要求される情報を入力します。



パフォーマンス・レビュー · 166

目標を削除する場合は、削除を確認するメッセージが表示されます。

目標を編集する場合は、編集ページがオープンし、変更を行うことができます。

5. 「完了」をクリックします（目標を削除する場合、このステップは該当しません）。

結果

関連する目標セクションに変更内容が表示されます。

パフォーマンス・レビュー内のコンピテンシを管理するには

パフォーマンス・レビュー内のコンピテンシの管理は、パフォーマンス・レビューへのコンピテンシの追加、およびレビューからの

コンピテンシの削除に限定されます。

前提条件

レビュー・セクションの構成時に、必要な権限が付与されている必要があります。さらに、追加する権限と削除する権

限は別々に付与されるため、あるタスクの実行に必要な権限では、他のタスクが実行できない場合があります。

コンピテンシの作成や編集はできないことに注意してください。

ステップ

1. コンピテンシを管理するパフォーマンス・レビューをオープンします。

2. 目次から、関連するコンピテンシ・セクションの名前をクリックします。

3. セクションの「レビュー」タブから「セクション項目の管理」をクリックします。

4. コンピテンシ・セクション・ウィンドウが表示され、「追加」をクリックして新規コンピテンシを追加するか、また

は をクリックしてコンピテンシを削除します。

新規コンピテンシを追加する場合は、「コンピテンシ・セレクタ」を使用して1つ以上のコンピテンシを選択できま

す。

コンピテンシを削除する場合は、削除を確認するメッセージが表示されます。

5. 前のステップでコンピテンシを選択した場合は、「完了」をクリックします。

結果

対応するコンピテンシ・セクションに変更内容が反映されます。

パフォーマンス・レビュー内のカスタム項目を管理するには

パフォーマンス・レビュー内のカスタム項目の管理には、評価対象の新規カスタム項目をパフォーマンス・レビューに作成し

たり、既存のカスタム項目を編集または削除することが含まれます。

前提条件

レビュー・セクションの構成時に、必要な権限が付与されている必要があります。さらに、追加（または作成）、編集お

よび削除する権限は別々に付与されるため、あるタスクの実行に必要な権限では、他のタスクが実行できない場合

があります。

項目を追加する権限が付与されている場合でも、新規カスタム項目を作成することのみ可能で、既存の項目のリス

トから項目を追加することはできません。

ステップ

1. カスタム項目を管理するパフォーマンス・レビューをオープンします。
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2. 目次から、関連するカスタム・セクションの名前をクリックします。

3. カスタム・セクションの「レビュー」タブから「セクション項目の管理」をクリックします。

4. 「カスタム・セクションの管理」ウィンドウが表示され、次のいずれかのステップを実行できます。

• 新規項目を作成するには、「作成」をクリックします。オープンした作成ページで、要求される情報を入力して

「完了」をクリックします。

• 新規項目を追加するには、「追加」をクリックします。

• 項目を削除するには、 をクリックします。次に、削除を確認する必要があります。

• 項目を編集するには、 をクリックします。エディタ・ページで、必要な変更を行い「完了」をクリックします。

結果

関連するカスタム・セクションに変更内容が反映されます。

目標のフィードバックをレビューに表示するには

パフォーマンス・レビューに含まれる目標に対して提供されたフィードバックは、レビューに直接表示できます。

前提条件

関連するフィードバックを表示するには、目標がレビューに入力されるように設定する必要があります。

「Taleoパフォーマンス」 > 「パフォーマンス・レビュー」

ステップ

1. パフォーマンス・レビューをオープンします。

2. をクリックして、「ツール」パネルを展開します。

3. 「フィードバック」をクリックして、対応するパネルをオープンします。

4. 目次から、提供されたフィードバックを表示する項目をクリックします。

フィードバックが提供されていない場合は、 をクリックしてフィードバックを要求できることに注意してください。

5. フィードバックがある場合は、フィードバックを提供したユーザーの名前とジョブ・タイトル、フィードバックの日付、指

定されたレーティング（ある場合）、およびコメント（ある場合）とともに、フィードバックが「フィードバック」パネルに表

示されます。

• フィードバックの全内容を表示するには、「フィードバック」パネルでフィードバック・テキストをダブルクリックしま

す。

フィードバックの確認が終了したら、「フィードバック」ウィンドウをクローズします。

必要な場合は、ステップ4で説明したように、さらにフィードバックを要求できます。

6. 「フィードバック」パネルをクローズするには、「ツールの非表示」リンクをクリックします。

目標の連携をパフォーマンス・レビューに表示するには

パフォーマンス・レビューに含まれる目標の連携を表示すると、目標をサポートする組織的な取組みを（パフォーマンス・レ

ビュー内から）確認できます。
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前提条件

目標の連携を表示するには、表示するリンクについて、関連するレビュー・セクションの設定がアクティブ化されている

必要があります。さらに、目標は、レビュー自体で動的に作成されるのではなく、従業員の目標プランからレビューに

自動入力されている必要があります。

ステップ

1. パフォーマンス・レビューをオープンします。

2. 目次から、「レビュー」タブに表示する目標を選択します。

3. 「連携」セクションまでスクロールして、詳細を表示します。

結果

目標の連携が表示され、項目にマウスのポインタを重ねると詳細が表示されます（該当する場合）。

レビュー分析

「HR管理ツール」パネルの「レビュー分析」オプションを使用すると、HR管理者は、レビュー・サイクル、レビュー要求、レ

ビュー・ステータス、レビューおよびレビュー作成エラーに関する統計を表示できます。

「HR管理ツール」パネルから「レビュー分析」オプションを選択すると、最初に表示されるページは「レビュー・サイクルの分

析」ページで、選択したレビュー・サイクル内の全レビュー要求のリストとともに、レビュー数とエラー数が表示されます。次

に、表示されたレビュー数またはエラー数をクリックすると、関連するページ（「パフォーマンス・レビュー」または「レビュー作

成エラー」ページのいずれか）がオープンします。

• レビュー・サイクルの分析 - これは、「HR管理ツール」パネルから「レビュー分析」オプションを選択すると表示されるデ

フォルト・ビューで、フィルタで指定されたレビュー・サイクルに含まれるレビュー要求がリストされます。デフォルトでは、シ

ステム内の既存のレビュー・サイクルがすべて表示されるアルファベット順リストに、選択したレビュー・サイクルが最初に

表示されます。このビューから、他のすべてのビューにアクセスできます。

• ステータス別レビュー要求分析 - このビューには、「レビュー・サイクルの分析」ページで選択したレビュー要求につい

て、レビュー・ステータスおよびレビュー数の分布が表示されます。レビュー件数のハイパーリンクをクリックすると、対応

するレビューが表示されます。

• レーティング別レビュー要求分析 - このビューには、「レビュー・サイクルの分析」ページで選択したレビュー要求につい

て、レビュー総合レーティングおよびレビュー数の分布が表示されます。レビュー件数のハイパーリンクをクリックすると、

対応するレビューが表示されます。

• パフォーマンス・レビュー - このビューには、パフォーマンス・レビューが「レビュー要求分析」ページで選択したステータ

スの従業員がリストされます。このページで従業員の名前をクリックすると、従業員のパフォーマンス・レビュー全体が

オープンします。

• レビュー作成エラー - このビューには、「レビュー・サイクルの分析」ページで選択したレビュー要求に対して生成された

エラー・メッセージがリストされます。従業員の名前をクリックすると、ウィンドウがオープンして、エラーの詳細（エラーの

日付、エラー・スタックなど）が表示されます。詳細ページから、すべてのエラー詳細を1回のクリックでクリップボードにコ

ピーして、任意の出力に貼り付けることができます。

すべてのビューには、情報を絞り込むための各種フィルタが用意されています。

利点

• 潜在的な問題や機能のトラブルシューティングのために割り当てられたパフォーマンス・レビューをHR管理者が分析で

きる、強力な機能を提供します。

• レポートと同様に機能します。

• 顧客はエラーを調査して事前に修正できます。
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レビュー・サイクル分析を表示するには

レビュー・サイクル分析を表示すると、HR管理者は、特定のレビュー・サイクルについて、関連付けられているレビュー要

求のリスト、および各レビュー要求に含まれるレビュー数とエラー数を表示できます。

前提条件

「HR管理ツール」 > 「レビュー分析」

ステップ

1. フィルタ・パネルから、目的のレビュー要求に関連付けられているレビュー・サイクルを選択します。

「消去」または「リフレッシュ」ボタンを使用して、選択したすべてのフィルタを削除するか、または新しいフィルタを使

用して検索を実行します。

2. 「レビュー要求」列からアクション・メニューを選択し、当該のレビュー要求名に対して「ステータスの表示」を選択し

て、ステータス別のレビューの分布を表示します。

デフォルトでは、選択したフィルタは、システム内の既存のレビュー・サイクルがすべて表示されるアルファベット順リ

ストの最初のレビュー要求に対応します。このビューから、他のすべてのビューにアクセスできます。

レビュー要求分析を表示するには

レビュー要求分析を表示すると、HR管理者は、特定のレビュー要求に含まれるレビューのレビュー・ステータス別または

レビュー・レーティング別分布、およびステータスまたはレーティングごとのレビュー数を表示できます。レビュー件数のハイ

パーリンクをクリックすると、対応するレビューが表示されます。

前提条件

「HR管理ツール」 > 「レビュー分析」

ステップ

1. フィルタ・パネルから、目的のレビュー要求に関連付けられているレビュー・サイクルを選択します。

「消去」または「リフレッシュ」ボタンを使用して、選択したすべてのフィルタを削除するか、または新しいフィルタを使

用して検索を実行します。

2. 「レビュー・サイクルの分析」ページの結果グリッドで、「レビュー要求」ドロップダウン・メニューをオープンし、レビュー

をステータス別に表示するか、レーティング別に表示するかを選択します。

3. 「ステータス別レビュー要求分析」または「レーティング別レビュー要求分析」ページの結果グリッドで、表示された

レビュー数をクリックして、関連するレビューを表示します。

レビュー作成エラーを表示するには

レビュー作成エラーを表示すると、HR管理者は、特定のレビュー要求に対して生成されたエラー・メッセージのリストを表

示できます。

前提条件

「HR管理ツール」 > 「レビュー分析」

ステップ

1. フィルタ・パネルから、目的のレビュー要求に関連付けられているレビュー・サイクルを選択します。
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「消去」または「リフレッシュ」ボタンを使用して、選択したすべてのフィルタを削除するか、または新しいフィルタを使

用して検索を実行します。

2. 「レビュー・サイクルの分析」ページの結果グリッドで、目的のレビュー要求に関連付けられている「エラー」列に表

示された数をクリックします。

3. 作成エラー・ページの結果グリッドで、従業員の名前をクリックして、エラーの詳細（エラーの日付、エラー・スタック

など）を表示します。

4. 詳細ウィンドウから、すべてのエラー詳細を1回のクリックでクリップボードにコピーして、任意の出力に貼り付けるこ

とができます。

5. 詳細ウィンドウをクローズします。

レビュー転送

従業員がジョブを変更するとき、マネージャがレビューを実行できないとき、またはレビューが委任先に送信されるとき、マ

ネージャまたはHR管理者はレビュー転送を実行できます。

レビューが転送されるとき、レビュー・フォームとレビュー・プロセスは両方とも変更されず（実際の作成者の変更を除く）、

追加、編集または削除されたすべての項目が保持されます。「マネージャのレーティングとコメントを転送時に削除」の会

社設定に応じて、マネージャのレーティングとコメントのみ消去できます。この設定によって、レーティングとコメントを常に

削除したり常に削除しないようにでき、ユーザーに対して転送時に実行する処理を指示できます。ただし、マネージャに

よる従業員のレビューが完了している場合、この設定は無視され、マネージャの入力は保持されます。

また、「転送時に、ペンディングになっている複数のレート付け担当者の要求の取消」の会社設定に基づいて、レビュー

の転送時にフィードバック要求を取り消すことができます。レビューの転送時に、マネージャからの複数のレート付け担当

者の要求に対する未対応のフィードバックがある場合は、それらを取り消すことができます。新しいマネージャは、前のマ

ネージャによって収集されたフィードバックにアクセスしたり表示することはできません。

従業員レビューがクローズ済または取消済の場合、そのレビューは転送できないことに注意してください。そのような転送

を試みると、転送を実行できない理由を示すエラー・メッセージが表示されます。

例:

レビューのワークフロー・プロセス内の現在のタスクが“現在のマネージャ”に割り当てられている場合、転送では、現在

のタスクが新しいマネージャ/作成者に再割当され、“現在のマネージャ”の後続のタスクが新しいマネージャ/作成者に

割り当てられます。（注意: 新しい作成者は、従業員の新しいマネージャである必要はありません。）

パフォーマンス・レビューを転送するには

パフォーマンス・レビューを転送することによって、マネージャおよびHR管理者は従業員のレビューを別のマネージャに転送

できます。

前提条件

レビュー要求は、転送が可能なように構成する必要があります。クローズ済または取消済のレビューは転送できませ

ん。

ステップ

1. 転送するパフォーマンス・レビューをオープンするか、または横にあるチェック・ボックスを選択します。

• マネージャの場合は、「マネージャ・センター」からレビューにアクセスします。

• HR管理者の場合は、「HR管理ツール」 - 「パフォーマンス・レビュー」からレビューにアクセスします。
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2. 「アクション」メニューから「レビューの転送」をクリックします。

3. 「レビューの転送」ウィンドウで、レビューを転送する従業員を選択します。

4. 製品設定の「マネージャのレーティングとコメントを転送時に削除」または「転送時に、ペンディングになっている

複数のレート付け担当者の要求の取消」（あるいはその両方）の値が「ユーザーに確認」に設定されている場合

は、任意のオプションを選択して自分のプリファレンスを指定する必要があります。ただし、これらの設定の値が

「常に」または「なし」のいずれかに設定されている場合は、レビューの転送時に実行されるアクションを通知する

メッセージが表示されます。

結果

パフォーマンス・レビューが転送されたマネージャのタスク・リストに、新しいタスクが表示されます。パフォーマンス・レ

ビューのステータスが「ドラフト」に設定されます。

言語チェック

自由形式テキスト・フィールドに対する言語チェックでは、従業員レビューに含まれる不適切、差別的または攻撃的なテ

キストをスキャンします。

言語チェックは、不適切とみなされる語句について、レビューの自由形式テキスト・フィールドを検索するためのツールで

す。スキャン対象となる自由形式テキスト・フィールドには、全体、セクションまたは項目レベルのコメントがあります。言語

チェック辞書で検出された各単語またはフレーズに対して、テキストを変更可能にして（変更は必須ではない）、変更内

容を自動的に保存することを示す警告メッセージがユーザーに表示されます。

次の方法で言語チェックを開始できます。

スキャン方法 摘要

自動 レビューの提出時に、言語チェックを実行するためのプロンプトがマネージャに表示さ

れます。自由形式テキスト・フィールドを変更できます。

手動 承認チェーンの範囲内でマネージャまたは他の従業員が実行できます。レビューを編

集できないユーザーにスキャンを有効にした場合、スキャン・ウィザードは読取り専用

になります。

言語チェック辞書はTaleo接続クライアント（TCC）を介して更新できます。辞書の内容はTCCを使用してエクスポート

できます。その後、組織はTaleoアプリケーションの外部で内容を変更できます。TCCを介してインポートすると、アプリ

ケーションで新しい内容が有効になります。組織はこの機能を使用して、既存のカテゴリへの単語やフレーズの追加、新

規カテゴリの追加および変更、または提案テキストの変更を実行できます。

言語チェック機能は、従業員のレビューの結果として組織に対する法的措置が排除されることを保証するも

のではありません。これはリスクを低減するためのツールです。

例:

善意のあるマネージャによって、全体的なコメントが従業員レビューに追加されます（「Janeは所属部門で人気があ

ります。彼女はグループ全体の頼れる母になりました」など）。この記述は性別および年齢に対する偏見があるとみな

される可能性があります。言語チェック・ウィザードでは、「母」という単語が辞書にトリガーとして定義されているため、

その単語で停止します。ウィザードでは、「母」という単語を削除し、従業員が尊敬されていることを示す言い回しでこ

のフレーズを変更することを提案します。
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レビュー・ワークフローの進捗

HR管理者は、レビューに介入して、レビューを別のステータスに移動できます。

なんらかの理由で、マネージャや従業員がレビュー・ワークフローに沿ってレビューを進めることができない場合、HR管理

者はバッチ・アクションを完了し、必要に応じてレビュー・ワークフローを再度開始できます。

レビュー・バッチ・アクション

「マネージャ・センター」または「HR管理ツール」からパフォーマンス・レビューにアクセスすると、レビューのグループを表示し

てバッチ処理を実行できます。

単一のレビューに対して個別に実行できるレビュー・アクションは、パフォーマンス・レビュー・リスト・ビューからバッチでも実

行できます。このリスト・ビューでは、フィルタを使用して、アクションが必要な特定のレビューのグループを検索できます。

バッチ処理が実行される方法は、選択の方法に応じて少し異なります。

• 複数のレビュー（すべてのレビューではない）の選択 - アクション・メニューには、選択したレビューに対して実行可能な

すべてのアクションが表示されます。このオプションが選択されると、ユーザーは、処理されるすべてのトランザクションに

適用されるコメントを入力できます。バッチ履歴によって、すべてのトランザクションが終了したか、一部の項目でアク

ションが失敗したかを確認します。

• すべてのレビューの選択 - ユーザーがすべてのレビューを選択すると、アクションを実行する対象がページに表示され

ているすべてのレビューか、またはフィルタ基準を満たすすべてのレビューかが尋ねられます。アクションの結果はバッチ

履歴に表示されます。

バッチ・アクションは、最大1000レビューに対して実行できます。レビュー選択の結果が1000を超える場合は、ユーザー

に対して、検索条件を絞り込んで結果の数を減らすように求めるメッセージが表示されます。

ユーザーが多数のレビューを選択した場合は、選択したレビューが異なるステータス（ドラフト、承認用に提出、リリース準

備完了など）であることが可能です。メニューで選択できるバッチ・アクションは、ページで選択されたすべてのレビューに対

して実行できるアクションです。

バッチで実行できるレビュー・アクションは、表示モードによって決まります。

リスト・ビュー

• すべてのレビュー・ワークフロー・アクション - ワークフロー・プロセス定義に含まれるすべてのステップをバッチで完了でき

ます（従業員のみ実行できる自己アセスメントの完了を除く）。可能なアクションは、従業員レビューの記述、リリー

ス、確認の要求、確認、改訂の完了、補正の開始、補正の終了、補正の完了、承認のために提出、承認、否

認およびクローズです。選択したアクションは、レビュー・ワークフローの該当するステップにあるレビューにのみ適用され

ます。たとえば、マネージャは、レビューがドラフトの場合のみ従業員のレビューを記述できます。さらに、ユーザーはレ

ビュー・ワークフロー・アクションを実行するタスク割当先である必要があるため、このユーザーはメイン・タスク参加者、

タスクを委任されたマトリックス・マネージャ、またはHR管理者が該当します。これらのバッチ・アクションは、「HR管理

ツール」からも使用可能です。

• 承認の決定 - リスト・ビューから、選択したレビューの承認を決定できます。ユーザーは、アクションを完了するタスク

割当先である必要があります。したがって、ユーザーが承認タスクを要求しないと、アクションは使用不可です。

• 転送 - 選択したレビューを別のユーザーに転送できます。

• 取消 - 選択したレビューを取り消すことができます。

• レビューを従業員に返送（マネージャの場合）またはレビューをドラフトにリセット（HR管理者の場合）

マトリックス・ビュー（「マネージャ・センター」からアクセスする場合のみ使用可能）
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• 合計および未レート付け人数を表示します。

• メトリックの更新 - 従業員をセル間で移動した後、上書き可能な従業員メトリックへの変更は正確なメトリック値とし

て保存できます。

• 詳細の表示 - このアクションによって別のウィンドウがオープンし、セルで使用可能な詳細情報が表示されます。

チャート・ビュー（「マネージャ・センター」からアクセスする場合のみ使用可能）

• 合計および未レート付け人数とともに、組織およびチャート平均を表示します。

• 詳細の表示 - このアクションによって別のウィンドウがオープンし、バーで使用可能な詳細情報が表示されます。さら

に、バーをダブルクリックすると、バー詳細がオープンします。

メトリックの更新、補正の実行、および未レート付け個人の表示はバー詳細レベルで実行されます。ただし、補正は

メイン・チャート・レベルから完了でき、ドリルダウンは必要ありません。

レビュー・ワークフローの再度開始

この機能を使用すると、レビュー・プロセスをドラフト・ステップに戻すことができるため、従業員またはマネージャ（あるいは

その両方）はレビューを提出後に変更できます。

レビュー・ワークフロー・プロセスを再度開始する機能は、レビューのマネージャ作成者またはHR管理者が使用できます。

レビュー・プロセスがドラフト・ステータスに戻されると、ユーザーが以前に入力したコメント、レーティングおよび情報はすべ

て保持されます。

マネージャの場合、このアクションは「レビューを従業員に返送」と呼ばれます。マネージャに対してこのアクションがレビュー

要求で許可されると、マネージャは従業員のレビューを完了する前、つまり、従業員が自己アセスメントを完了して提出

したときに、このアクションを使用できます。これは、レビュー・コメント、レーティングまたは情報が不適切な場合に、マネー

ジャがレビューを従業員に返送できることを意味します。

HR管理者の場合、このアクションは「レビューをドラフトにリセット」と呼ばれます。管理者は、いつでも「HR管理ツール」

にアクセスしてこのアクションを使用でき、レビューの任意のワークフロー・ステップで実行できます（レビューがドラフトの場

合を除く）。このアクションが実行されると、レビューはマネージャおよび従業員の記述ステップに戻されます。HR管理者は

この機能を使用してレビューをドラフト・ステータスにリセットできるため、マネージャおよび従業員はレビューの内容を改訂

できます。また、レーティングを見直したり法的問題に対処する必要がある場合に、HR管理者はこの機能を使用してク

ローズ済レビューをオープンし、そのレーティングやコメントを改訂できます。

HR管理ユーザーは、クローズ済レビューをドラフトに戻すことはできますが、取消済レビューをドラフトに戻すこ

とはできません。

実行するのがマネージャかHR管理者かに関係なく、期日が期間として構成されている場合（つまり、期日が指定の日

数の場合）、レビュー・ステップの期日は自動的に調整されます。ただし、ステップの期日が固定日として構成されている

場合、期日は調整されません。

例:

従業員が自己アセスメントを完了して提出しました。マネージャはこの自己アセスメントを受領しましたが、従業員が

自分のレーティングの根拠について十分な詳細や説明を示していないことが判明しました。マネージャは、従業員が

不足している情報を提供できるように、レビューを従業員に返送することを決定します。従業員は、自己アセスメント

を記述するように求める新たな通知を受信します。このため、不足している情報を入力し、自己アセスメントを再度

提出する必要があります。自己アセスメントを記述するために与えられた時間は期間（3日間）で、固定日ではない

ため、自己アセスメントの記述の期日は現在の日付に基づいて調整されます。期日が特定の日付の場合、期日の

更新は行われません。
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パフォーマンス・レビューを取り消すには

パフォーマンス・レビューを取り消すことによって、HR管理者は従業員のパフォーマンス・レビューを取り消すことができま

す。

前提条件

HR管理者は、レビューをいつでも取り消すことができる権限を付与されています。

「HR管理ツール」 > 「パフォーマンス・レビュー」

ステップ

1. 目的のレビューを表示するために、承認要求をフィルタ処理します。

2. リストで、対応する従業員の名前の横にある をクリックして「アクション」メニューをオープンし、「レビューの取消」

を選択します。

3. 取消の確認を求めるメッセージが表示された場合は、「OK」をクリックします。

メッセージ・ウィンドウが表示され、アクションが正常に実行されたかどうかを示すメッセージが表示されます。

結果

取り消された後、パフォーマンス・レビューは「取消済」ステータスになります。

タスクの完了を強制するには

タスクの完了を強制することによって、HR管理者は、パフォーマンス・レビューを強制的にプロセスの次のステップに進める

ことができます。

前提条件

「HR管理ツール」 > 「パフォーマンス・レビュー」

ステップ

1. 目的のレビューを表示するために、承認要求をフィルタ処理します。

2. リストで、対応する従業員の名前の横にある をクリックして「アクション」メニューをオープンし、「完了（現在のタ

スク名）」を選択します。

3. タスク関連ウィンドウで、必要に応じてコメントを入力し、「OK」をクリックします。

メッセージ・ウィンドウが表示され、アクションが正常に実行されたかどうかを示すメッセージが表示されます。

結果

現在のステップが完了した後、プロセス定義での定義に従って、パフォーマンス・レビューがプロセスの次のステップに進

みます。

レビューを「ドラフト」ステータスにリセットするには

このタスクは、HR管理者がすべてのレビューおよびすべてのレビュー・ステータスに対して実行できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [HR管理ツール]パフォーマンス・レビュー

ステップ

1. 「パフォーマンス・レビュー」ページから、「ドラフト」にリセットするレビューまたはレビューのグループを検索してオープン

します。
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2. 選択したレビューが1つか複数かに応じて、次のいずれかを実行します。

• 「パフォーマンス・レビュー」ページから目的のレビューをオープンし、「アクション」プルダウン・リストから「レビューを

ドラフトにリセット」を選択します。

• パフォーマンス・レビューのリストから、処理を実行するレビュー（1つまたは複数）を選択し、「アクション」プルダ

ウン・リストから「レビューをドラフトにリセット」を選択します。

3. 確認を求められたら、「はい」をクリックします。

レビューはすぐにリセットされない場合があります。アクションのステータスを確認するには、「プロセス履歴の表

示」をクリックします。

• 選択したレビューが再度開始されている場合、ステータスは「完了済」です。

• 選択したレビューの一部が再度開始できない場合は、「部分アクション」ウィンドウがオープンして、タスクが実

行できなかった従業員が通知され、他の従業員で続行するかどうかが尋ねられます。

結果

選択したレビューが「ドラフト」ステータスに戻されます。従業員およびマネージャには、レビューを完了するための新しい

タスクが示されます。

レビューに表示されるコンピテンシのターゲット・レーティング

従業員のジョブ・ロールからコンピテンシがインポートされると、従業員の特定ジョブのコンテキストでコンピテンシごとに達

成するレーティングがパフォーマンス・レビューに表示されます。

従業員のジョブ・ロールから自動的にインポートされるコンピテンシについてのみ、ターゲット・レーティングをパフォーマンス・

レビューに表示できます。したがって、一部のコンピテンシがジョブ・ロールから抽出されておらず、自動的にレビューに追加

されていない場合は、そのコンピテンシについてターゲット・レーティングがレビューに表示されない場合があります。

ターゲット・レーティングが表示されるように構成されている場合、ターゲット・レーティングは、レビューがリリースされた後に

のみ、レビュー項目の詳細ページ（マネージャが入力したレーティングのすぐ下）に表示されます。

この機能によって、マネージャおよび従業員は、実際のマネージャ・レーティングと該当するターゲット・レーティングを比較

して、2つのレーティングのギャップを確認できます。ターゲット・レーティングの値では、レーティング・セレクタと同じレーティン

グ・モデルが使用されます。

パフォーマンス・レビューのフィールド

次の表に、Taleoパフォーマンスでパフォーマンス・レビューに関連するすべてのフィールド、および摘要と関連する可能な

値（事前定義されている場合）を示します。また、フィールドごとに、適用する情報のタイプ、および関連するヘッダーも示
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します。重要 - パフォーマンス・レビューに表示されるほとんどのフィールドは構成可能で、表示または非表示に設定でき

るため、一部のフィールドを特定のレビューに表示しないことが可能です。

フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

確認 従業員のみが実行するオプションのワークフロー・ステップで、通常

はこの後にレビュー会議が行われて、従業員がレビューに対して同

意を示します。

パフォーマンス・レ

ビュー

ワークフロー・ス

テータス・バー

確認日 従業員がレビュー会議を確認した日付。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー会議

実績 目標の実際の進捗値。このフィールドは目標にのみ適用されます。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

承認 指定された承認者が実行するオプションのワークフロー・ステップで、

レビューの正確性と適合性を検証します。レビュー要求の構成に応

じて、このステップはプロセス定義に含まれない場合があり、その場

合は表示されません。

パフォーマンス・レ

ビュー

ワークフロー・ス

テータス・バー

作成者 レビューの作成者の名前で、自己アセスメントの場合は従業員、

従業員のパフォーマンス・レビューの場合はマネージャに対応しま

す。

パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 -現在

のレビュー

作成者ID レビューの作成者の識別番号。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 -現在

のレビュー

作成者のジョブ・タイ

トル

レビューの作成者のジョブ・タイトル。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 -現在

のレビュー

ビジネス・ユニット 従業員のビジネス・ユニット。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 - 従業

員情報

実行者 イベントを実行したユーザーの名前。 パフォーマンス・レ

ビュー

履歴

クローズ レビュー・プロセスを終了するマネージャまたは従業員（あるいはその

両方）が実行する必須のワークフロー・ステップ。このステップは常に

プロセス定義に含まれますが、自動的に実行されるように構成され

た場合はワークフロー・ステータスに表示されない場合があります。

パフォーマンス・レ

ビュー

ワークフロー・ス

テータス・バー

クローズ済日 レビューがクローズされた日付。 パフォーマンス・レ

ビュー

最終コメント

コメント レーティングに関連するコメントの入力に使用する編集ボックス。

「コメント」ボックスをオープンするには、ボックス内をダブルクリックしま

す。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

コメント レビュー総合レーティングに関するマネージャまたは従業員（あるい

はその両方）のコメントを保持できるセクション。

パフォーマンス・レ

ビュー

要約

比較 マネージャが現在のレビューの各種エレメントと他の従業員の他の

エレメントを比較できるアクション・ボタン。選択内容に応じて、様々

な従業員との比較を実行できます。このボタンはマネージャにのみ

表示されます。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

比較対象 現在のレビューと比較する従業員のタイプを選択できるオプション・

リスト。

パフォーマンス・レ

ビュー

比較機能
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

現在のステップ レビューのワークフロー・プロセス内で現在のステップに関連するタス

クの名前。

パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 -現在

のレビュー

現在のステップの期

日

進行中のステップの期日。この日付は、レビュー要求の構成に従っ

て、タスクが割り当てられた日付、およびタスクを完了するまでの許

容期間から決定します。

パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 -現在

のレビュー

日時 イベントが発生した日時。 パフォーマンス・レ

ビュー

履歴

定義コード パフォーマンス・レビューとして使用するレビュー定義のコード。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 -現在

のレビュー

定義タイトル 構成時にレビュー定義に指定されたタイトル。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 -現在

のレビュー

部門 従業員の部門。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 - 従業

員情報

詳細 レビューに対して実行されるイベントの短い摘要。 パフォーマンス・レ

ビュー

履歴

従業員ID 従業員の識別番号。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 - 従業

員情報

従業員情報 レビューを表示中の従業員に関する情報が表示される概要のセク

ション。「詳細の表示」または「詳細の非表示」を使用して、情報を

表示または非表示にします。

パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報

従業員のコメント レビューのクローズ時に従業員が入力するコメント。 パフォーマンス・レ

ビュー

最終コメント

従業員のコメント レビュー会議に関して従業員が入力するコメント。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー会議

従業員の自己レー

ティング

従業員が目標、コンピテンシまたはカスタム項目の自己アセスメント

に対して入力するレーティング。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

イベント レビューに対して実行されるイベントの名前。イベントのリストは、

レビュー・ワークフロー内の様々なステップ（レビューをクローズ済、レ

ビュー割当済、レビューの承認中など）に関連しています。

パフォーマンス・レ

ビュー

履歴

最終コメント レビューのクローズ時に常に表示されるレビュー・セクションで、レ

ビューがクローズされたときの日付および参加者が入力したコメント

が表示されます。「最終コメント」セクションは左パネル・メニューに表

示されます。

パフォーマンス・レ

ビュー

最終コメント

...から... レビューのサイクルに対応する開始日と終了日。 パフォーマンス・レ

ビュー

ワークフロー・ス

テータス・バー

一般情報 レビューに関する一般情報が表示される概要のセクション。「詳細

の表示」または「詳細の非表示」を使用して、情報を表示または非

表示にします。

パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報

最高 最高レーティング・インジケータ。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

履歴 レビューに対して発生したイベントのリストが表示されるレビュー・セ

クション。デフォルトでは、「履歴」セクションは検閲者およびマネー

ジャに対して常に表示されますが、従業員には表示されません。関

連する設定は、レビューの構成時に定義されます。「履歴」セクショ

ンは左パネル・メニューに表示されます（表示される場合）。

パフォーマンス・レ

ビュー

履歴

間接的部下を含め

る

レビューの比較に間接的部下を含めるためのチェック・ボックス。 パフォーマンス・レ

ビュー

比較機能

自己評価レーティン

グを含む

レビューの比較に従業員の自己アセスメントからのレーティングを含

めるためのチェック・ボックス。

パフォーマンス・レ

ビュー

比較機能

ジョブ・フィールド 従業員のジョブ・フィールド。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 - 従業

員情報

ジョブ・レベル 従業員のジョブ・レベル。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 - 従業

員情報

ジョブ・タイトル 従業員のジョブ・タイトル。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 - 従業

員情報

最終変更日 レビューを最後に変更した日付。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー会議

最低 最低レーティング・インジケータ。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

マネージャのコメント レビューのクローズ時にマネージャが入力するコメント。 パフォーマンス・レ

ビュー

最終コメント

マネージャのコメント レビュー会議に関してマネージャが入力するコメント。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー会議

マネージャのレーティ

ング

マネージャが従業員の目標、コンピテンシまたはカスタム項目を評

価するときに入力するレーティング。マネージャのレーティングは、従

業員のパフォーマンス・レビューでのみ確認できます。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

会議の日付 マネージャと従業員がレビューについて話し合う会議の日付。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー会議

適用なし レート付け担当者（構成で関連する権限を付与されている場合）

が項目を適用なしとマークするためのチェック・ボックス。適用なしの

項目は加重されず、セクションまたは総合レーティング計算に含ま

れません。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

組織 従業員が勤務する組織。 パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 - 従業

員情報

総合レーティング すべてのセクションのレーティングに基づいてシステムで計算された、

レビュー全体の総合レーティング。このフィールドは、レビューの要約

セクションに表示されます。関連付けられたレーティング詳細の表示

のオン/オフは、「レーティング詳細を非表示」と「レーティング詳細の

表示」を使用して切り替えることができます。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

総合レーティング レビューの総合レーティングが表示されるフィールド。このフィールドの

表示、およびレーティングの書式は、レビューの構成設定によって決

まります。

パフォーマンス・レ

ビュー

要約

概要 従業員や表示中のレビューに関する情報など、現在のパフォーマン

ス・レビューの概要が表示されるセクションのヘッダー。

パフォーマンス・レ

ビュー

概要

進捗 目標の進捗率。このフィールドは目標にのみ適用されます。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

リリース マネージャまたは従業員（あるいはその両方）が実行するオプション

のワークフロー・ステップで、ユーザーはレビューを他者に公開する時

期を決定し、構成された次のステップにレビューを進めることができ

ます。レビュー要求の構成に応じて、このステップはプロセス定義に

含まれない場合や自動的に実行されるように設定される場合があ

り、その場合は表示されません。

パフォーマンス・レ

ビュー

ワークフロー・ス

テータス・バー

レビュー会議 マネージャと従業員の間で会議が行われたときに常に表示されるレ

ビュー・セクション。「レビュー会議」セクションは左パネル・メニューに

表示されます。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー会議

レビュー・ステータス レビュー・ワークフロー・プロセスを移動する際のレビューのステータ

ス。ステータスの表示は、レビュー要求の構成によって決まります。

可能なレビュー・ステータスは次のとおりです。

• ドラフト - レビューが作成され、その通知が送信されます。

• 承認待ち

• 承認中 - 従業員がレビューを提出して決定を待っています。

• 承認済

• リリース済

• 確認要求済 - 要求が従業員に送信され、従業員はレビュー

の詳細に同意することを確認する必要があります。

• 確認済

• クローズ済

• 補正中

• 補正済

• 改訂済

パフォーマンス・レ

ビュー

一般情報 -現在

のレビュー

セクションの総合

レーティング

システムで計算された関連セクションの総合レーティング。このフィー

ルドは、各セクションの要約に表示されます。セクションのレーティン

グ詳細の表示のオン/オフは、「レーティング詳細を非表示」と「レー

ティング詳細の表示」を使用して切り替えることができます。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

セクション要約 各レビュー・セクションの要約のヘッダー。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

開始日 目標の評価が開始される日付。このフィールドは目標にのみ適用

されます。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

ステータス 目標の進捗ステータス。このフィールドは目標にのみ適用されます。

可能なステータスは次のとおりです。

• 進行中 - 目標の達成が進行中です。

• 未開始 - 目標の達成が開始されていません。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

• 完了済 - 目標が達成されました。

• 取消済 - 目標が取り消されました。

要約 パフォーマンス・レビュー全体の要約のヘッダー。 パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

要約 レビューの要約が表示されるレビュー・セクション。この要約セクション

の表示は、レビューの構成によって決まります。「要約」セクションは

左パネル・メニューに表示されます（表示される場合）。

パフォーマンス・レ

ビュー

要約

ターゲット・レーティン

グ

従業員のジョブ・ポジションのコンテキストで、特定のコンピテンシに

ついて達成することが期待されるレーティングが表示されるフィール

ド。

パフォーマンス・レ

ビュー

レビュー・セクショ

ン

従業員プロファイル

の更新

マネージャのみが実行するオプションのワークフロー・ステップで、

従業員のタレント・プロファイルをレビューの情報で更新します。レ

ビュー要求の構成に応じて、このステップはプロセス定義に含まれな

い場合があり、その場合は表示されません。

パフォーマンス・レ

ビュー

ワークフロー・ス

テータス・バー

レビューの記入 マネージャまたは従業員（あるいはその両方）が実行する必須の

ワークフロー・ステップで、適切なレーティングとコメントを入力してレ

ビューを完了します。少なくともマネージャはこのステップを完了する

必要があります。また、従業員が自己アセスメントを完了するかどう

かは、レビュー要求の構成によって決まります。

パフォーマンス・レ

ビュー

ワークフロー・ス

テータス・バー
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後任プランのスタート・ガイド

後任プラン

後任プランは、組織の重要なポジションに現在就いている個人が別のポジションに移動したり、組織を去るときに、組織

が、そのポジションを引き継ぐことができる最適任者の名簿を識別するプロセスです。後任プランはエグゼクティブ・ポジショ

ンまたは経営ポジション限定ではなく、組織の成功にとってクリティカルとみなされるポジションの最適任者を識別するため

に使用できます。全体的に高いポテンシャルの個人または成績優秀者を識別するように設計することもできます。

後任プランの基本

後任プランを作成、追跡および更新するのは、通常、HR管理者、またはプランの対象であるポジションに就いている個

人のマネージャで、対象者自身ではありません。マネージャ権限が付与されているユーザーは、直属および非直属の部

下（自分自身は除く）に対する後任プランを表示および管理できます。HR管理者権限が付与されているユーザーは、

組織のすべての従業員（自分自身も含む）に対する後任プランを表示および管理できます。

後任プランは、現在ポジションに就いている個人（在職者）ではなく、ポジション・プロファイルに関連付けられます。個人

が対象ポジションを去る場合（昇進、移動、解雇など）、後任プランはポジション・プロファイルに関連付けられたままで

す。

組織が後任プランに含める個人を決定する際は、3つのオプション（社内従業員、外部候補者またはその両方）があり

ます。最適な範囲で質の高い後任者が提供されるように、組織は従業員と外部候補者の両方の使用に目を向ける

必要があります。対象となる外部候補者は、Taleo採用を介してジョブに応募し、その後システムに詳細が追加された

個人です。外部候補者を、標準の後任プランに含めるとともに、後任プランの一部として作成された求人に関連付ける

こともできます。

作成された後任プランは削除できません。プランからすべての後任者が削除されてプランが空になった場合でも、プランは

アクティブのままです。空のプランは、継続してポジション・プロファイルに関連付けられています。

在職者が別のポジションに移動するか、組織から去る場合、必要な権限が付与されているユーザーは、後任プランか

ら直接求人を作成できます。求人を作成して、後任者プランのポテンシャル後任者を移入するには、通常、その前にマ

ネージャに後任プランの承認を要求する必要があります。

後任プランへの個人の追加

個人を後任プランに追加するには通常、3つの方法があります。

1. 「後任プラン」ページから検索を実行して、検索結果から個人を追加します。
2. タレント・プールから個人を選択して、プランに追加します。
3. 候補者名簿から個人を選択して、プランに追加します。

「後任プラン」ページのレイアウト

マネージャは、各自の「従業員センター」ホームページの「マネージャ・センター」に表示される「後任プラン」リンクから後任

プランにアクセスします。ページ・レイアウトには、次の機能が含まれています（次の図を参照）。

1. 後任プランの「ジョブ・ポジション」、および後任プランの対象者である従業員の名前を示すブレッドクラム。
2. 承認ステータス・セクション。
3. アクション・ツールバー。
4. ビュー・ツールバー（リスト、タイムライン、マトリックス）。
5. 「後任者」および「履歴」タブ/ビュー。
6. 求人情報セクション。
7. ランク付けされた後任者リスト。
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8. ランク外の後任者リスト。

図: 後任プランのレイアウト

後任プランでの検索ツール

Taleoパフォーマンスの後任プラン機能には、ポジションのポテンシャル後任者の検索を実行するために使用できる複数

の検索ツールが用意されています。

後任プランのポテンシャル後任者として適合する組織の従業員を検索できるツールには、従業員名による基本検索、

拡張検索、およびタレント・プールや候補者名簿を使用した検索があります。最初に候補者の履歴書から作成され、そ

の後、その従業員が評価およびレート付けされると更新される従業員プロファイルによって、ポテンシャル後任者の検索

に対する基礎が提供されます。後任者を検索する際は、従業員と候補者を別々に検索する必要があります。

従業員の基本検索

直属の従業員の中から、およびネットワーク内で検索します。

拡張検索

拡張検索では、候補者、従業員メトリック、キーワードおよびユーザー定義フィールドの検索基準を組み合せて、検索

で取得する従業員を決定します。

タレント・プール

タレント・プールのメンバーの中から検索。

候補者名簿

候補者名簿のメンバーの中から検索。
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後任プランの表示

マネージャ権限が付与されているユーザーは、直属および非直属の部下（自分自身は除く）に対する後任プランを表示

および管理できます。HR管理者権限が付与されているユーザーは、組織のすべての従業員（自分自身も含む）に対す

る後任プランを表示および管理できます。

前提条件

後任プランを表示可能な直属の部下が存在する必要があります。HR管理者権限が付与されている場合は例外

で、組織のすべての従業員の後任プランを表示および管理できます。

「パフォーマンス」 > 「従業員センター」 > 「マネージャ・センター」

ステップ

1. 後任プランをクリックします。直属の部下の1名の後任プランが表示されます。ページ上部のブレッドクラムに、個

人の名前が表示されます。

2. 次のいずれかのステップを実行できます。

• 表示された個人の後任プランをレビューします。

• 異なる直属の部下の後任プランを表示する場合は、ページ上部近くに現在表示されている名前の横にある

ドロップダウン矢印をクリックします。表示されたリストから、別の直属の部下の名前をクリックします。

• 非直属の部下の後任プランを表示する場合は、ページ上部近くに現在表示されている名前の横にあるド

ロップダウン矢印をクリックします。次に「その他」をクリックします。「ユーザー・セレクタ」ウィンドウで、ネットワーク

内から、または一般的なキーワード検索で従業員を検索します。

結果

選択した直属または非直属の部下の後任プランが表示されます。従業員の後任者は青のアイコンで、候補者の後

任者は緑のアイコンで識別されます。様々な操作を実行して、この個人の後任プランを管理できます。

タイムライン・モード

後任プランにはガント・タイムラインが用意されており、在職者が他のポジションに移動したり、組織を去るか解雇された

場合に、そのポジションに移動する後任者の準備状況を示すことができます。

後任プランには、ランク付けされている候補者とランク外の候補者の後任名簿、およびガント・タイムラインの2つのモード

があり、ガント・タイムラインは、在職者が他のポジションに移動したり、組織を去るか解雇された場合に、そのポジション

に移動するポテンシャル後任者の準備状況を示すことができます。

ガント・タイムラインを使用すると、後任プランのすべての後任者の準備状況に対するビジュアル表現をいつでも作成およ

び変更できます。

後任プランに追加された従業員に割り当てられるデフォルト値は、「準備完了」です。個人の準備状況を示すには、対

応するアイコンまたは右側の枠をクリックしてドラッグします。

後任プランのタイムライン・ビューでは、各個人のアクションのドロップダウン・リストに「コメントの追加」オプションが追加され

ています。
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マトリックス・モード

パフォーマンス・マトリックスを使用すると、組織は、ポテンシャル後任者が後任プランまたはタレント・プールのどちらに存

在するかに関係なく、2つのデータ・ポイント（X軸とY軸の値）を使用するセル・マトリックスに従業員を表示することで、従

業員をより明確に視覚化して分析できます。

分析で使用される最も一般的な値は、「ポテンシャル」と「パフォーマンス」ディメンションで、これらはデフォルトで設定され

る軸です。マトリックスが構成されて使用されると、後任プランまたはタレント・プールに追加されていて各ディメンションに

対するデータ（軸の値）がある従業員は、マトリックス・セルに分類されます。プロットされる1つまたは複数のディメンション

に対するデータ値がないユーザーに関しては、「未レート付け後任者」リストに配置されます。

従業員はセル間で移動できます。この上書き機能は、ディメンション値が実際の値を示していない可能性があるため非

常に強力です。たとえば、後任プランのマネージャが、従業員の元のセルの配置ではその候補者を後任者として過度に

重視していると判断したとします。そのため、そのポテンシャル後任者をより重要でないセル/値に移動することを選択しま

す。元のセル配置と上書きされたセル配置の両方がデータベースに格納されます。

通常、マトリックス内の従業員をあるクアドラントから次のクアドラントに移動すると、特定のプランまたはタレント・プール

のメトリックが更新されますが、これらの変更が従業員のタレント・プロファイル・メトリックに反映される場合があります。パ

フォーマンス・マトリックスの編集時に、マトリックス内のすべての後任者のメトリックを更新するためのアクション・ボタンが提

供されますが、個人を更新するように選択することもできます。

マトリックスで従業員が移動すると、後任者のアイコンに表示される矢印によって、メトリックが上書きされたことが示され

ます。これで、従業員メトリックの更新を選択して、各個人レコードに変更内容をコミットできます。更新がコミットされる

と、その後任プランのメトリックを単に変更したときは可能であったように、従業員を元のセルに自動的に戻すことはできま

せん。

後任プランから従業員のメトリックを更新しても、後任プラン承認ワークフローには関係しないことに注意してください。メ

トリックは、プランの状態に関係なく更新できます。

構成モジュールでは、カラー・パレットを使用してセルの背景色をカスタマイズできます。また、セル分布詳細を表示して、

各セル内のマトリックス・メンバーの合計数の内訳比率を示すことができます。

完全な分析をすばやく提供するために、複数のマトリックスを作成して同一の後任プラン・テンプレートに関連付けると、

マネージャは、マトリックス間を簡単に移動できます。

パフォーマンス・マトリックスには、最大5列（X軸）と5行（Y軸）、合計25セルを含めることができます。

各マトリックスでは、2つのディメンション（各軸ごとに1つ）を表示でき、各軸は使用可能な8つのディメンション・タイプのい

ずれかに対応できます。

• パフォーマンス

• ポテンシャル - このメトリックはカスタマイズ可能です。構成時にディビジョンごとに値を選択し、しきい値は設定しませ

ん。

• 離職リスク - このメトリックはカスタマイズ可能です。構成時にディビジョンごとに値を選択し、しきい値は設定しませ

ん。

• 昇進への準備状況 - このメトリックはカスタマイズ可能です。構成時にディビジョンごとに値を選択し、しきい値は設

定しません。

• 管理業務の経験年数

• 業界での経験年数

• 総合コンピテンシ目標レーティング

• 総合目標レーティング
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さらに、マトリックスの各セルで、後任プランのレート付けまたは未レート付け後任者に対してキー・メトリックを表示できま

す。後任マトリックスを構成して、使用可能な任意またはすべての従業員メトリックを表示/非表示にできます。

• 平均目標完了率(%)
• 後任者

• キャリア・プラン・インジケータ

• ギャップ分析

• 総合コンピテンス・レーティング

• 総合目標レーティング

• パフォーマンス・レーティング

• 離職リスク

• 後任プラン数

後任プラン履歴

履歴は、後任プラン内で発生するアクションに対して使用できます。

「履歴」タブでイベントを表示するときは、すべてのイベントを表示することも、最新の承認以降に発生したイベントのみを

表示することもできます。現在の承認ステータスはプランに常に表示されますが、承認者、日付およびコメントを含む承

認詳細は、「履歴」タブから使用できます。

次に関する履歴レコードが追加されます。

履歴イベント*

プランの作成 承認ステータスの変更

「ランク外の後任者」リストへの後任者の追加 後任者の準備状況の変更

プランからの後任者の削除 「ランク付けされている後任者」リストと「ランク外の後任者」リス

ト間での後任者の移動

臨時代行者としての後任者の設定 後任者のランク付け

求人の作成 求人の削除

タイムライン・モードでの臨時代行者の設定 マトリックス・モードでの元のセルへの復元

*特に指定がないかぎり、イベントはリスト・モードで発生します。

コメントの履歴追跡

次のイベント詳細を含む、後任プランの更新に対するコメント入力の履歴が追跡されます。

• 作成日

• コメントの対象の後任者

• 作成者

コメント自体以外のすべては、「履歴」ビューのイベント日時、「イベント」、「詳細」および「作成者」の各列に要約されま

す。コメント履歴には、後任プランの「履歴」タブの下からアクセスできます。グリッドのセル内の情報が長さが原因で切り

捨てられている場合は、履歴イベントをクリックすると、そのイベントの「履歴詳細」ダイアログがオープンします。

次の表に、後任プランの履歴追跡での「イベント」および「詳細」のメッセージを示します。
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イベント 詳細 例

後任者の準備状況が変更されました。 「{0}」の準備状況が「{1}」から「{2}」に変

更されました。
• 「Julia Savard」の準備状況が「3か

月」から「7か月」に変更されました。

• 「Julia Savard」の準備状況が「3か

ら5か月」から「7か月」に変更されまし

た。

• 「Julia Savard」の準備状況が「指

定なし」から「7か月」に変更されまし

た。

• 「Julia Savard」の準備状況が「3か

月」から「指定なし」に変更されまし

た。

• 「Julia Savard」の準備状況が「3か

ら5か月」から「4から7か月」に変更さ

れました。

後任者に関するコメントが追加されまし

た。

「{0}」に関するコメントが追加されました。 • 「Rene Washington」に関するコメン

トが追加されました。

後任者のランク付けが変更されました。 「{0}」のランク付けが「{1}」から「{2}」に変

更されました。
• 「Jonathan Coleman」のランク付け

が「1」から「3」に変更されました。

• 「Jonathan Coleman」のランク付け

が「1」から「ランク外」に変更されまし

た。

• 「Jonathan Coleman」のランク付け

が「ランク外」から「3」に変更されまし

た。

後任者の臨時フラグが追加されました。 「{0}」に臨時代行者のフラグが付けられま

した。
• 「Julia Savard」に臨時代行者のフラ

グが付けられました。

後任者の臨時フラグが削除されました。 「{0}」が臨時代行者として削除されまし

た。
• 「Julia Savard」が臨時代行者として

削除されました。
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図: コメント履歴は、後任プランの「履歴」ビューから容易にアクセスできます。各行の項目がコメント・レコードです。行を

クリックすると、コメント詳細が含まれたポップアップが表示されます。

後任プランのコメント・サポート

後任プランのコメント・サポートを使用すると、管理者およびマネージャは、モジュールでのトランザクションの実行時にコメ

ントまたはノートを追加できます。コメントでは、後任プラン・アクティビティに関する理由およびコンテキストが提供される

ため、ユーザーが後でトランザクションに戻ったときに、決定の理由や行われたディスカッションの内容に関する履歴レコー

ドが保持されています。コメントは、後任プランに従業員を追加するために実行されるほとんどのアクションで入力できま

す。

後任プラン内のコメントの特性を次に示します。

• コメントは編集および削除できます。

• コメントにはスペル・チェックが埋め込まれています。

• コメントは、6,000文字まで入力できます。

• 後任グループ全体に関する一般的なコメントをリスト、タイムラインまたはマトリックス・モードで追加できます。

• 「コメントの追加」ダイアログが空白の場合、コメント・インスタンスが作成または追跡されることはありません。

• 最近のコメントをフィルタ処理できます。

• コメントを表示できるのは、デフォルトでは、後任プランに対してアクセス権が付与されているユーザーです。

• コメントを入力して保存すると、コメントの作成者と作成日が含まれた監査証跡が作成されます。

後任プランへの後任者の追加

「プランに後任者を追加」 > 「候補者の追加」を使用して、後任プランに後任者を追加すると、6,000文字まで入力で

きる、後任プランの名前が含まれた「コメントの追加」ポップアップが表示されます。

「人材検索」からの後任者の追加

「プランに後任者を追加」 > 「拡張検索」 > 「人材検索」を使用して後任者を後任プランに追加する場合は、ワーク

フローを合理化するために2つのステップが1つに結合されています。「人材検索」ダイアログで後任者のリストから個人を

選択すると、同じステップでその後任者の後任プランへの追加を確定し、同じ新しいウィンドウ内でコメントも追加できま

す。コメントは必須ではないため、希望しない場合はコメント領域を空白のままにして「はい」を選択すると、コメントなし

で後任プランに後任者が追加されます。

後任プランからの後任者の削除
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後任プランから後任者を削除するときに、コメントを追加するオプションが提供されます。ユーザーが「選択した後任者を

プランから削除」を選択すると、コメント追加のオプションが含まれた確認のポップアップ・ウィンドウが表示されます。

後任プランから後任者を削除する場合は、その後任者に対して入力されたすべてのコメントがメモリーに保持されます。

将来、この後任者が再度後任プランに追加された場合は、以前入力されたすべてのコメントが復元されます。

「最近のコメントの表示」ポップアップおよびコメントの編集と削除

後任プランの「コメント」列には、各後任者に関連付けられているコメント数を示すアクション可能なインジケータがありま

す。

「最近のコメントの表示」をクリックすると、該当する後任者に関するすべてのコメントがポップアップで表示されます。コメ

ントが多数ある場合はスクロールできます。10を超えるコメントが存在する場合は、「コメントをさらに表示」リンクが表示

されます。このリンクをクリックすると、スクロールが使用可能になるため、ユーザーはすべてのコメントをスクロールして表示

できます。鉛筆アイコンをクリックすると、既存のコメントの一部またはすべてを編集または削除するためのオプションが表

示されます。ミススペルの可能性がある場合は、赤の下線で示されていることに注意してください。
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ユーザーが編集または削除できるのは、自分が所有しているコメントまたは自分が作成したコメントのみで

す。コメントの横に鉛筆アイコンが表示されるのは、ログイン・ユーザーが編集可能な場合のみです。

一般的なコメントの追加

後任プラン全体に関するコメントを追加できます。ツールボックスから「コメントの追加」を選択すると、「コメント」ポップアッ

プが表示されます。このツールボックス・オプションは、後任プランのリスト、タイムラインおよびマトリックスの各モードで使用

できます。

コメントが「対象後任プラン」であることに注意してください。
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最近のコメントのフィルタ処理

コメントを表示するときは、コメントをフィルタ処理してビューをカスタマイズできます。ログイン・ユーザーがコメントの作成

者/所有者の場合、コメントはこのフィルタ・ビューで編集することも可能です。
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後任プランの使用

後任プランの作成

後任プランの作成では、ポジションを補充する必要があるときに代行者をすばやく見つけるために、ポジションに対するポ

テンシャル後任者を識別してプランに追加します。後任プランを作成するのは1回のみで、後任者が含まれていなくても

アクティブのままになります。

前提条件

後任プランを作成する権限が付与されるには、SmartOrgの「ジョブ・ポジション」で定義されたジョブ・ポジションのマ

ネージャである必要があります。

「パフォーマンス」 > 「マネージャ・センター」 > 「後任プラン」

ステップ

1. 次のオプションがあります。

• 1人以上の直属の部下に対して1つ以上のプランが存在する場合は、いずれかのプランが表示されます。そ

の従業員の後任プランを使用することも、ブレッドクラムを使用して別の直属の部下のプランを選択することも

できます。

• 従業員のポジションに対して後任プランがまだ作成されていない場合は、そのポジションに対するプランが存

在しないことを示し、作成するかどうかを確認するメッセージが表示されます。その場合は、「作成」をクリックし

ます。「作成」ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。初めて後任プランを作成したと

きは全体が空になっています。

2. 「プランに後任者を追加」ボタンをクリックして、直属の部下のリストから、または検索から後任者の追加を開始し

ます。これらの後任者は、「ランク外の後任者」リストに移動します。

後任者をプランに追加するときに、決定内容を記録するコメントを追加できます。

3. ランク外のポテンシャル後任者の上位グループをランク付けして、「ランク付けされている後任者」リストに移動しま

す。

4. プランを作成して後任者を追加し、必要に応じてランク付けした後は、プランを保存します。

5. プランの承認が必要な場合は、他のオプションボタンをクリックし、「承認の要求」オプションを選択します。

承認要求が、プランの対象となる個人のライン・マネージャに移動します。

結果

必要なポジションの後任プランが作成され、プランの承認が要求されます。

後任者に対する「候補者の追加」検索の実行

後任プラン機能には、ポジションのポテンシャル後任者を識別するために使用できる複数の検索ツールが用意されてい

ます。最初に候補者の履歴書から作成され、その後、その従業員が評価およびレート付けされると更新される従業員

プロファイルによって、後任者の検索に対する基礎が提供されます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン
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ステップ

1. 必要な場合はブレッドクラムにある「ジョブ・ポジション」ボタンを使用して、目的の従業員の後任プランをオープン

します。

2. 「プランに後任者を追加」ボタンをクリックして、オプションのリストから「候補者の追加」を選択します。

3. 「ユーザー・セレクタ」で、従業員検索またはキーワード検索を選択します。

• 直属と非直属の部下、および委任従業員をドリルダウンしてポテンシャル後任者を検索するには、「自分の

従業員内で検索」を選択します。

• ポテンシャル後任者の従業員または候補者を検索するには、「キーワード検索」を選択します。キーワード検

索では、ユーザー名、名、ミドル・イニシャル、姓およびEメール・アドレスの各フィールドがチェックされます。

• 従業員のタレント・プロファイルにあるフィールドおよび検索対象の候補者に関連する追加フィールドを使用

可能にするには、「拡張検索」を選択します。

4. 後任プランに含める「検索結果」リスト内の個人に対応するチェック・ボックスを選択して をクリックし、「選

択」リストに配置します。

「直属の部下を含める」を選択すると、選択した従業員の直属の部下が自動的に追加されます。

選択した各個人または各グループについて、決定内容を記録するコメントを追加するためのプロンプトが表示さ

れます。コメントが複数の個人に適用されると、選択した個人の名前がコメント・ダイアログに表示されます。

5. 「選択」をクリックして、「選択」リストの内容をプランの「ランク外の後任者」リストに追加します。

次ステップ

ランク外の後任者をランク付けされたリストにドラッグ・アンド・ドロップできます。

後任者を4人まで選択して をクリックし、それらのメトリックを比較することもできます。

後任者に対する拡張検索の実行

後任プラン機能には、ポジションのポテンシャル後任者を識別するために使用できる複数の検索ツールが用意されてい

ます。最初に候補者の履歴書から作成され、その後、その従業員が評価およびレート付けされると更新される従業員

タレント・プロファイルによって、後任者の検索に対する基礎が提供されます。検索に多数の基準（個人の名前以外）を

指定する場合は、この項のステップに従います。このタスクの手順5で、「現在の後任プランに追加」オプションを選択する

ときに、決定内容を横に記録できるように「コメントの追加」ダイアログが表示されることに注意してください。

前提条件

「Taleoパフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 該当する従業員を選択し、その従業員のプランを表示します。

2. をクリックし、「拡張検索のオープン」を選択します。

ユーザーの追加を選択すると、「ユーザー・セレクタ」が表示されます。

3. 結果のフィルタ処理に使用する基準を選択し、「検索」をクリックします。

4. 「従業員」列から1名のユーザーを追加するには、 をクリックして「移動先」メニューを表示し、「現在の後任プ

ランに追加」を選択します。

5. 複数のユーザーを追加するには、追加する各ユーザーのチェック・ボックスを選択し、「アクション」 をクリックし

て「現在の後任プランに追加」を選択します。
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選択したユーザーの中にすでにプラン・メンバーが存在すると、「現在の後任プランに追加」オプションは使用可能

になりません。

結果

ユーザーがランク外の後任者として後任プランに追加されます。 をクリックすると、プランに戻ることができます。

後任者のランク付けおよびランク外付け

後任プランに複数の後任者がいる場合は、通常、ポジションに最適な従業員をランク付けし、後任プランに含める他の

従業員は、しばらくの間ランク付けしないようにできます。従業員のランク付けを他のランク付けされている従業員と比較

して変更したり、ランク外の従業員のポジションを他のランク外の従業員と比較して変更することもできます。また、ランク

外のポテンシャル後任者をランク付けでき、その逆も可能です。

前提条件

次のステップは、後任者が現在後任プランに存在していると想定しています。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ
1. 直属の部下の1名の後任プランが表示されます。ページ上部のブレッドクラムに、個人の名前が表示されます。

2. 後任プランの表示時に、次のいずれかのタスクを実行できます。

• 「ランク付けされている後任者」または「ランク外の後任者」セクションの「後任者名」列で、ランク付けするか、

ランクを変更する後任者に対応するドロップダウン矢印をクリックし、次に「ランクの設定」をクリックします。ダイ

アログで、新しいランクを指定して「OK」をクリックします。後任者が、修正したポジションの「ランク付けされて

いる後任者」セクションに表示されます。

• 「ランク付けされている後任者」セクションの「後任者名」列で、「ランク外の後任者」セクションに移動するラン

ク付けされている後任者に対応するドロップダウン矢印をクリックし、次に「ランク外」をクリックします。

• 後任者をセクション間でドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。

3. 変更を加えた後に、「保存」をクリックします。

4. 個人をランク付けしたか、ランク外にした後は、同じドロップダウン・リストを使用して「コメントの追加」を選択し、

決定内容を記録します。

5. ランク付けの変更を続行する場合は、必ずその後に「保存」をクリックし、変更内容を保存してください。

結果

選択した従業員が、後任プランの「ランク付けされている後任者」/「ランク外の後任者」セクションに表示され、変更

内容が後任マトリックスに反映されます。

次ステップ

後任プランが完了した後は、マネージャにプランの承認を要求できます。

後任者の比較

後任プランのランク付けまたはランク外ビューで、ポテンシャル後任者の比較を実行できます。従業員後任者と候補者

後任者を比較することはできません。

前提条件

ポテンシャル後任者が複数存在し、その中で比較して、後任プランで高低のランク付けを決定します。比較する後

任者は同じビューに存在する必要があります。
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「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 比較するランク付けまたはランク外ビューで、キーボードの[CTRL]キーを押しながら、個人の名前を4つまでクリッ

クします。

2. をクリックします。

結果

選択したすべての候補者に関する情報が、比較を容易にする方法で表示されます。

次ステップ

適任の後任者とみなす候補者を識別した場合は、それらのランク付けを適宜管理できます。

後任者の準備状況の管理

後任者の準備状況の管理では、現在ポジションに就いている個人が他のポジションに移動したか、組織を去った場合

に、そのジョブ・ポジションに対するポテンシャル後任者の準備状況を指定します。

前提条件

後任者の準備状況を管理する後任プランをオープンします。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. プランをリスト・モードで表示していることを確認します。

そうでない場合は、 をクリックします。

2. 「後任者」ビューで、準備状況を編集する後任者を検索します。

3. 準備状況を指定するには、「後任者名」列の対応する をクリックし、「準備状況の編集」オプションを選択し

ます。

4. 「準備状況の編集」ウィンドウで、その従業員が該当ポジションに就く準備が整うのに必要な本日時点からの期

間を月単位で指定します。

5. 「OK」をクリックします。

また後任プランをタイムライン・モードで表示して後任者の準備状況を編集するには、 をクリックしてアクセスし

ます。このモードでは、目的の後任者の準備状況ボックスの境界をドラッグすると、準備状況が変更されます。ア

イコンの境界をドラッグすると、期間が表示されます。

6. 後任者の準備状況レーティングの編集時に、「後任者名」ドロップダウンから「コメントの追加」ダイアログを選択

することで、決定内容を記録するコメントを入力することもできます。

ポテンシャル臨時代行者の選択

後任プランでは、ポテンシャル臨時代行者として1人の候補者を特定できます。これは、在職者がポジションを去った場

合に一時的な代行者としての役割を果たす個人です。

前提条件

ポテンシャル臨時代行者を管理する後任プランをオープンします。
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「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 「ランク付けされている後任者」または「ランク外の後任者」リストの「後任者名」列で、ポテンシャル臨時代行者

として選択する個人の名前を検索します。

2. 対応するドロップダウン矢印をクリックし、次に、臨時代行者として選択をクリックします。（後でこの指定を削除す

る場合は、ドロップダウン矢印をクリックし、次に「臨時代行者から削除」をクリックします。）

3. 同じドロップダウンから「コメントの追加」オプションを選択し、決定内容を記録するコメントを入力します。

結果

「臨時代行者」列に、「はい」が表示されます。

後任プランの承認の要求

前提条件

後任プランのステータスが「未承認」である必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 「承認の要求」をクリックすると、確認メッセージが表示されます。

2. 「OK」をクリックすると、ステータスが「承認処理中」に更新されます。

承認が進行中の場合は、新しい後任者を追加することも、既存の後任者のランク付けを変更することもできま

せんが、後任プランのマトリックスで後任者を移動することはできます。

結果

承認者の「自分のタスク」パネルに、「後任プランの承認」タスクが表示されます。

次ステップ

プランが承認された後、求人を作成する必要があり、必要な権限が付与されている場合は、後任者プランから直接

求人を作成でき、その求人には後任プランのポテンシャル後任者が自動的に調達されます。

承認者が後任プランを否認した場合は、編集した後に新しい承認要求を承認者に送信できます。

ユーザーは、要求が承認されたか否認されたかに関係なく、承認者の決定を知らせるEメール・メッセージを受信しま

す。

承認または否認された後任プランは後で変更し、改訂した後任プランの承認を要求することもできます。

後任プランの承認

前提条件

別のユーザーが後任プランの承認を要求しています。「パフォーマンス」 > [従業員センター]自分のタスクまたは「パ

フォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 次の方法のいずれかを使用して、パフォーマンスで、またはEメールを介して承認する後任プランを検索します。

• 「後任プランの承認」を選択して「自分のタスク」をフィルタ処理し、タスクのいずれかを選択して、要約情報パ

ネルから「後任プラン」を選択します。
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• 承認Eメールをオープンし、後任プランのリンクをクリックします。シングル・サインオン（SSO）環境で作業してい

る場合は直接プランにアクセスできます。そうでない場合は、後任プランにアクセスする前にパフォーマンスにロ

グインする必要があります。

• 後任プランで、承認するプランをオープンします。ページの上部に承認セクションが表示されます。

2. 後任プランを評価して、承認するかどうかを決定します。プランを編集することはできません。実行できるのは、承

認または否認のみです。

3. 「承認」または「否認」をクリックし、決定内容を記録するコメントを入力します。

4. 「OK」をクリックします。

「承認処理中」が、プランを承認した場合は「承認済」に、否認した場合は「否認済」に置換されます。 にマ

ウスのポインタを重ねると、決定日とコメントが表示されます。

結果

ユーザーの決定をマネージャに通知するEメール・メッセージが送信されます。マネージャに必要な権限が付与されて

いる場合は、この後任プランから直接求人を作成できます。

ユーザーが後任プランを承認したか否認したかに関係なく、要求を最初に送信したマネージャは、このプランを編集し

て新しい承認要求を送信できます。

求人の作成

後任プランの承認を受信した後は、必要な権限が付与されている場合、この後任プランから求人を直接作成できま

す。このアクションが必要になるのは、通常、在職者が別のポジションに移動したり、組織を去るか解雇される場合で

す。後任プランから直接作成した求人には、ポテンシャル後任者が自動的にソーシングされます。

前提条件

• 後任プランから求人を直接作成できるのは、必要な権限が付与されている場合のみです。

• ただし、求人を開始する前に、マネージャによって後任プランが承認されている必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 後任が承認されている場合は、「アクション」の横に「承認済」が表示されます。求人を作成できるのは、後任プ

ランが承認されている場合のみです。

2. 「他のアクション」をクリックし、次に「求人の作成」をクリックするか、ツールバーから直接「求人の作成」をクリックし

ます。

ジョブ・テンプレートに関連付けられているテンプレートがない場合は、エラー・メッセージが表示されます。

3. 「後任者の照合」ダイアログ・ボックスで、新しい求人と照合するユーザーを選択し、「OK」をクリックします。

結果

求人が作成され、後任プランの選択された後任者が求人と自動的に照合されます。

後任プランに対するタレント・プール

タレント・プールから特定の後任プランに従業員を直接追加できます。

後任プランで、タレント・プール内から検索することを選択すると、プール・メンバーをそのプランに即時に追加できます。
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タレント・プール内の検索時に「検索の変更」を選択すると、通常の個人検索に戻り、タレント・プール内のみ

では検索されなくなります。

後任者をタレント・プールで検索するには

前提条件

• 「後任プラン」および「タレント・プール」に対する「管理」ユーザー・タイプ権限が付与されている必要があります。

• 後任プランに関連するタレント・プールが構成されている必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 使用する後任プランをオープンします。

2. をクリックして、「タレント・プール内で検索」を選択します。

3. 目的のタレント・プールを選択し、「選択」をクリックします。

「検索結果」ページが表示され、タレント・プールのメンバーがリストされます。

「検索の変更」を選択して基準を変更すると、検索が通常の拡張検索に変更され、プールとの関連付けが終

了します。

4. 次のいずれかを実行して、個人をタレント・プールから後任プランに追加します。

• 追加する個人に対応する をクリックし、「現在の後任プランに追加」を選択します。

• 複数の個人のチェック・ボックスを選択して、「アクション」メニューから「現在の後任プランに追加」を選択しま

す。

5. 個人を後任プランに追加するときに、決定内容を記録するコメントを入力できます。

結果

従業員がランク外の後任者として後任プランに追加されます。

次ステップ

追加の従業員を選択して他のオプション（別の後任プランや求人への追加など）を選択できますが、候補者名簿に

追加できるのは個別の従業員のみです。
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マトリックスの使用

マトリックスでの後任プランの表示

後任プランをマトリックスで表示すると、マネージャは、プランのポテンシャル後任者を後任マトリックス形式で表示して、後

任者を必要に応じて移動できます。

前提条件

後任プランを表示可能な直属の部下が存在する必要があります。HR管理者権限が付与されている場合は例外

で、組織のすべての従業員の後任プランを表示および管理できます。

システム構成で後任プランに候補者を含めることを使用可能にしている場合、候補者は緑のアイコンで、従業員は

青のアイコンで識別されます。

ステップ
1. 目的の従業員の後任プランをオープンします。

2. 必要な場合は、後任者をランク付けされている、またはランク外の後任者としてプランに追加します。

3. をクリックして、後任プランに関連付けられているデフォルトのマトリックスをオープンします。

最初に、マトリックスにはレート付けされている後任者のみが表示されます。 をクリックして「詳細の表示」を選

択し、従業員のメトリックの詳細を表示することもできます。 の横にあるセルにはメトリックが常に1つ表示され、

これは、後任プラン・マトリックスの構成によってセルに表示されるように設定されたメトリックに対応しています。

4. 使用可能な場合は、「印刷」ボタンの左側にあるマトリックス・リストで をクリックし、表示されている後任プラン

のマトリックスを変更します。

次ステップ

後任プラン・マトリックスを表示した後は、必要に応じて後任者を移動できます。

後任マトリックスでの後任者の移動

後任マトリックスでの後任者を移動によって、マネージャは使用可能なマトリックスのセル内にあるポテンシャル後任者の

デフォルトのランク付けを上書きでき、正確な後任プラン手順および通年分析ツールが提供されます。

前提条件

マトリックスで後任者を移動できるようにするには、最初に、従業員をランク付けされている後任者またはランク外の

後任者として後任プランに追加する必要があります。

ステップ
1. 目的の従業員の後任プランをオープンします。

2. をクリックして、後任プランに関連付けられているデフォルトのマトリックスをオープンします。

3. 1人の後任者を選択して別のセルに移動するには、ドラッグ・アンド・ドロップするか、 をクリックして「セルへ移

動」オプションを選択し、「セル・セレクタ」ウィンドウで移動先セルを指定します。これによって、対応するディメン

ションも示されます。

マトリックスに多数の後任者が存在する場合は、ページャ矢印または「すべての従業員の表示」オプション を

使用して必要な後任者を検索できます。
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次ステップ

必要な場合は、後任者をマトリックスの元のセル・ポジション、つまり、変更前の後任プランと同じポジションに復元で

きます。

マトリックスの元のセルへの後任者の復元

マトリックスの元のセルへの後任者の復元では、マネージャは、マトリックス内の選択したレート付けされている後任者のポ

ジションを、変更を加える前のポジションに復元できます。

前提条件

従業員メトリックを後任マトリックスから更新することが許可されていて、該当の後任者に対して更新されている場合

は、次の手順でその後任者を元のセルに戻すことはできません。

ステップ

1. 目的の従業員の後任プランをオープンします。

2. をクリックして、後任プランに関連付けられているデフォルトのマトリックスをオープンします。

3. 元のポジションに復元する後任者を検索して をクリックし、「元のセルに戻す」を選択します。

結果

レート付けされている後任者の場合は、元のセルに戻されます。ただし、マトリックスの後任者がレート付けされていな

かった場合は、「未レート付け後任者」のリストに移動します。

後任マトリックスからの従業員メトリックの更新

従業員のメトリックは、後任プラン・マトリックスから直接更新が可能で、既存のタレント・プロファイル・メトリックを後任マ

トリックスのメトリックで置換できます。

前提条件

• カスタマイズされた従業員メトリックへのシステムの移行、およびマトリックスおよびチャートでのその使用の詳細

は、パフォーマンス管理構成ガイドのカスタマイズ可能なメトリックに関する項を参照してください。

• 候補者には更新可能なメトリックが設定されないため、更新する後任者は従業員である必要があります。

ステップ

1. 必要なジョブ・ポジションに対する後任プランをオープンします。

2. をクリックして、後任プランに関連付けられているデフォルトのマトリックスをオープンします。

3. 青のアイコンで指定されている従業員を選択し、異なるセルにドラッグします。

従業員アイコンが更新され、後任プランの従業員のメトリックが上書きされたことを示す矢印が含まれます。

4. 従業員の横にある をクリックし、「メトリックの更新」を選択して、確認ダイアログ・ボックスで「OK」をクリックしま

す。

一度に複数の従業員を更新する場合は、メイン・メニューから「メトリックの更新」を選択します。

結果

従業員メトリックが更新されたことによってアイコンから矢印が削除され、この従業員は今後元のセルに復元できませ

ん。
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後任マトリックスでの従業員メトリックの補正

この機能を使用すると、パフォーマンス管理TCCを介して後任マトリックスで補正されたマトリックスのディメンション値をエ

クスポートして、新しい値を格納し、SmartOrg TCCを介してタレント・プロファイルの従業員メトリックに移入できます。

一般的なタレントの補正を実行する場合、従業員は、各ボックスがそのボックスに対応するレベルを示す後任マトリック

ス内のいずれかのボックスに分類されています。補正が発生し、従業員をボックス間で移動すると、その従業員の新しい

ディメンション・レベルが格納され、元のレベルも保守されます。

例:

「ポテンシャル」と「離職リスク」ディメンション（マトリックスのX軸とY軸）を示す後任マトリックス

低ポテンシャル/低離職リスクのボックスの従業員を低ポテンシャル/中離職リスクのボックスに移動するとします。この状

況では、上書きされた値がパフォーマンス管理TCCを介してエクスポートされ、SmartOrg TCCを介してタレント・プ

ロファイルの従業員メトリックにインポートして戻されることになります。

 

 

このエクスポート・プロセスは、パフォーマンス管理TCC（最新の7.5 SP9 TCC機能パック）を介することで可能になり

ます。

詳細は、統合（Taleo接続クライアント）マニュアルを参照してください。
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未レート付け後任者の移動

未レート付け後任者は、マトリックスの作成に使用したメトリックに対する値が、そのメトリックを最初にマトリックスに追加

したときに指定されなかった後任者です。

前提条件

後任プランに関連付けられているランク外の後任者が存在している必要があります。

ステップ

1. 目的の従業員の後任プランをオープンします。

2. 「他のアクション」メニューから「未レート付け後任者の表示」を選択します。

3. 「未レート付け後任者」リストから、次のいずれかを実行します。

a) 後任者をマトリックスのセルにドラッグ・アンド・ドロップします。

b) 後任者の横にある をクリックして、「セルへ移動」を選択します。「セル・セレクタ」ウィンドウで、セルのいずれ

かをクリックし、「OK」をクリックします。

結果

後任者がセルに追加され、このセルはマトリックス内の個人の元の場所でないことを示す矢印アイコンとともに表示さ

れます。

後任プラン・マトリックスの印刷

後任プラン・マトリックスの印刷では、印刷対象メトリックの構成に従って、PDF版の後任プランを生成できます。

ステップ

1. 目的の後任プランをオープンします。

2. をクリックして、後任プランに関連付けられているデフォルトのマトリックスをオープンします。

3. 「印刷」ボタンをクリックして、印刷プレビューを表示します。

4. 後任プラン・マトリックスがPDFファイルでオープンした後、「ファイル」メニューから「印刷」を選択します。

結果

後任プラン・マトリックスが、印刷対象メトリックの定義された構成に従って印刷されます。
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後任推薦

この機能を使用すると、個人を候補者名簿に推薦して検証し、候補者名簿からプランに追加するための簡単なプロセ

スを通じて、後任プランに簡単に協力できます。

使用する後任プランに対するアクセス権が必要ですが、個人を推薦するプランに対するアクセス権は不要です。推薦さ

れた個人は、そのポジションの候補者名簿に追加されます。その後、プラン所有者は候補者をレビューして、プランに追

加するか否認するかを決定できます。推薦は、検索結果、タレント・プール、タレント・ブラウザおよびタレント・プロファイ

ルから実行できます。履歴には、候補者名簿が追加されたとき、個人が追加または削除されたとき、あるいは個人のス

テータスが変更されたときの記録が保持されます。

Taleo接続クライアント（TCC）を使用すると、候補者名簿をエクスポートできます。また、TCCインポートを使用すると、

候補者名簿を削除することでリセットできます。

後任者の推薦

推薦プロセスには、組織の複数のメンバーが参加できます。任意の従業員が、会社に所属する個人をポジションに推

薦でき、後任プランにアクセスする必要はありません。その後、後任プラン所有者は、それらの候補者をレビューして、適

切な候補者をプランに追加できます。

• ポジションへの個人の推薦

• 候補者のレビュー

• プランへの候補者の追加

ポジションへの個人の推薦

ポジションへの個人の推薦は、その個人のタレント・プロファイル、検索結果、タレント・ブラウザおよびタレント・プールのメ

ンバー・リストから実行できます。

アクセス権のある従業員の推薦を選択したり、システムでアクティブなポジションの後任プランから選択できます。推薦さ

れた候補者は、そのポジションの後任プランの候補者名簿に追加されます。コンテキストで個人を推薦することもできま

す。ポジションに関連付けられている後任プランまたはタレント・プール内から検索した個人は、その特定の候補者名簿

に直接追加できます。

後任プランの候補者名簿には、自分自身を追加できます。

個人を推薦するには

前提条件

構成設定「後任推薦を使用可能」を使用可能にする必要があります。

推薦者には、「推薦を許可」ユーザー・タイプ権限が付与されている必要があります。

ジョブ・ポジションがアクティブである必要があります。

「パフォーマンス」 > 「検索結果」

パフォーマンス[クイック・リンク] > 「タレント・プール」
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「パフォーマンス」 > 「タレント・プロファイル」

パフォーマンス[クイック・リンク] > 「タレント・プロファイル」

ステップ

1. 検索結果から、またはタレント・プールのメンバー・リストから をクリックし、「ポジションに推薦する...」を選択しま

す。

または

タレント・ブラウザの「パフォーマンス・カード」から をクリックし、「ポジションに推薦する...」を選択します。

または

タレント・プロファイルから、「ポジションに推薦する...」を選択します。

2. ANDリレーションシップ検索問合せを作成する基準を入力します（これには語句の一部を含めることが可能）。こ

れは、検索結果が戻るには、各用語が存在している必要があることを意味します。

Options Description

キーワード この検索では、ポジション名、ポジション・コードおよび

摘要が検索されます。

ポジション・タイトル 後任プランに関連付けられているポジションの名前。

マネージャ名 ジョブ・ポジションのマネージャの名前（在職者のマ

ネージャではない可能性あり）。

在職者名 現在そのポジションに就いている個人の名前。

3. 「検索」をクリックします。

別の基準を入力して再度検索するには、その前に「リセット」をクリックする必要があります。

4. ポジションを選択すると、ジョブの摘要が表示されるため、準備状況オプションを選択したり、コメントを追加できま

す。

個人が候補者名簿から後任プランに追加された場合、ここで選択した準備状況値はそのプランに反映されませ

ん。

5. 「推薦」をクリックします。

結果

個人が、選択したポジションの候補者名簿に追加されます。

コンテキストで個人を推薦するには

前提条件

構成設定の「後任推薦を使用可能」を使用可能にする必要があります。

推薦者は、「推薦を許可」ユーザー・タイプ権限が付与されている必要があります。

タレント・プール・コンテキストにポジションが含まれている必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン > 「検索結果」

「パフォーマンス」 > 「タレント・プール」
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ステップ

1. 検索結果から、またはタレント・プールのメンバー・リストから特定の個人の をクリックし、「このポジションに推薦

する」を選択します。

ジョブの摘要、資格および職責が表示されます。

2. 準備状況オプションを選択し、コメントを追加します。

個人が候補者名簿から後任プランに追加された場合、ここで選択した準備状況値はそのプランに反映されませ

ん。

3. 「推薦」をクリックします。

結果

個人が、この後任プランまたはタレント・プールに関連付けられているポジションの候補者名簿に追加されます。

候補者のレビュー

これによって、後任プランの所有者は、候補者の詳細を表示して、ポテンシャル後任者として受け入れるか、否認するか

を決定できます。

候補者名簿には後任プランの候補者が表示されるため、リストをフィルタ処理してポジションの基準に一致する候補者

に絞り込むことができます。その後、候補者のステータスを「新規」から、「追加情報待ち」、「検討中」、「承認済」また

は「否認済」に設定して、適合性を示すことができます。また、後任者として推薦された候補者の素質の概要がクイック

一覧で提供されます。

候補者をレビューするには

前提条件

後任プランの所有者である必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 「他のアクション」 > 「候補者名簿」の順に選択します。

2. フィルタを選択して基準に一致する推薦者に絞り込み、 をクリックします。

フィルタの使用の詳細は、「レビューのフィルタ処理」を参照してください。

3. をクリックして「アクション」メニューを表示し、モジュールを選択して推薦者の詳細を表示します。

ブラウザの「戻る」ボタンを使用して、候補者名簿に戻ります。

4. 「ステータス」を変更して、個人の後任者としての適合性を示します。

同じ個人が複数回推薦されている場合は、1つのインスタンスのステータスを変更すると、リスト全体が更新され

ます。

次ステップ

見込みのある後任者をプランに追加できます。

プランへの候補者の追加

レビューを終えた候補者は後任プランに追加できます。
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追加した候補者は「候補者名簿」から削除されますが、他の人が後で再度推薦すると、名簿に再度追加されます。

候補者を追加するには

前提条件

後任プランの所有者である必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]後任プラン

ステップ

1. 「他のアクション」 > 「候補者名簿」の順に選択します。

2. 候補者の名前の横にある をクリックして「アクション」メニューを表示し、「後任プランに移動」を選択します。

または

複数の候補者の横にあるチェック・ボックスを選択し、「他のアクション」 > 「後任プランに移動」の順に選択し

て、1度に複数の候補者を追加します。

3. 個人を後任者に追加すると、決定内容を記録するコメントを入力するためのプロンプトが表示されます。

従業員が候補者名簿から後任プランに追加されると、推薦の実行時に入力した既存のコメントが後任プランに

移動します。

結果

選択した候補者は候補者名簿から削除されて、プランの「ランク外の後任者」リストに追加されます。

候補者名簿履歴

これによって、候補者名簿に対するイベントとその名簿に含まれる候補者のレコードが提供されます。

履歴にアクセスするには、後任プランから「候補者名簿に進む」を選択します。履歴に記録されるイベントは、次のとおり

です。

• 候補者名簿の作成

• 名簿への候補者の追加

• 名簿からの候補者の削除

• 候補者の追加の推薦

• 推薦ステータスの変更
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HR管理者による後任プランの使用

後任プランの表示

後任プランの表示では、HR管理者が、ペンディング中の後任プラン、承認が要求されていないかどうか、または承認が

進行中か否認されているかどうかにアクセスできます。

前提条件

「HR管理ツール」 > 「後任プラン」

ステップ

1. 目的の後任プランを表示するために、承認要求をフィルタ処理します。

2. 結果グリッドで、対応する従業員の名前をクリックします。

結果

「後任プラン」ページが表示され、選択した従業員が就いているジョブ・ポジションの後任者が示されます。
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キャリア管理のスタート・ガイド

キャリア・プランニング

Taleoパフォーマンスのキャリア・プランニング機能を使用すると、従業員またはマネージャ（あるいはその両方）は、従業員

のキャリア・プランで一連のキャリア・シナリオをレイアウトできます。これらのシナリオは相互に独立しているため、各シナリオ

に含まれる複数のジョブ内で重複できます。

キャリア・プランニングは、ポジションではなくジョブ・ロールに基づいているため、より一般的なキャリア・シナリオを作成でき

ます。たとえば、地域の営業部長ジョブ・ロールと3つのポジション（東部地域、中部地域および西部地域）があるとしま

す。マネージャが自分のキャリア・シナリオまたは従業員のキャリア・シナリオの概略を記述する際は、個人の関心が地域

の営業部長ジョブ・ロール（個別のポジションのいずれかではなく）にあることを示します。

さらに、特定のジョブ昇格や順序を強制する要件はありません。たとえば、サポート担当部長ロールに割り当てられた個

人が営業への移動を希望しているとします。キャリア・プランニング機能を使用すると、横方向の移動に加えて降格も考

慮できます。営業部長は、自分の下位に営業マネージャ・ジョブ・ロールを追加できます。

Taleoパフォーマンスでキャリア・プランニング機能が使用可能になるのは、「Taleoパフォーマンス管理」のキャリア・プラン

ニングの使用可能設定が「はい」に設定されている場合です。この設定は次の場所にあります。

• 「Taleoパフォーマンス管理」 > 「設定」 > 「キャリア・プランニング」

キャリア・プランニング機能は、ジョブ・ロール構成にも依存しています。

利点

• 組織内で従業員のロイヤルティが高まり、在職が促進されます。
• 従業員が組織内で各自の将来を計画できる可能性を提供する一方、従業員が組織外の人材募集を探す可能

性を減らします。
• 社内のキャリア・サイトを補完します。従業員はキャリア・サイトを使用して、各自のキャリアの次のステップにつながる

機会について知る一方、キャリア・プランニングを使用して、組織での長期的な各自の将来性について考えることが

できます。

キャリア・プラン

キャリア・プランは、従業員が組織で達成することに関心を示す、1つまたは一連のキャリア・シナリオ（またはパス）です。

各シナリオは一連のステップで構成され、各ステップはジョブ・ロールに関連付けられています。ステップ（および対応する

ジョブ・ロール）は、1つのシナリオに固有である場合と、複数のシナリオで使用される場合があります。

キャリア・プランは1つまたは複数のシナリオで構成され、各シナリオは1つまたは複数のステップで構成されます。キャリア・

プランで可能なシナリオの数、および各シナリオで許可されるステップ（および対応するジョブ・ロール）の数は、Taleoパ

フォーマンス管理で決定されます。

• 「Taleoパフォーマンス管理」 > 「設定」 > 「キャリア・プランニング」 > 「最大シナリオ数」
• 「Taleoパフォーマンス管理」 > 「設定」 > 「キャリア・プランニング」 > 「最大キャリア・ステップ数」

従業員は各自のキャリア・プランを作成でき、マネージャは自分の直属の部下にかわってこのタスクを実行できます。キャ

リア・プランに対して実行されたアクションは自動的に適用され、従業員またはマネージャからの承認は必要ありません。

たとえば、従業員は自分自身のためのキャリア・プランを作成し、従業員のマネージャは、後でその従業員の同意なしで

プランを変更できます。
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キャリア・シナリオ

キャリア・シナリオは、キャリア昇進のための一連のステップです。キャリア・シナリオとそのステップは、従業員自身またはそ

の従業員のマネージャが定義します。キャリア・シナリオは縦方向（例: マネージャ > ディレクタ > 部長）に作成するか、ま

たは従業員が幅広い経験の取得を求める場合は横方向（例: ビジネス・アナリスト > ソリューション・コンサルタント > コ
ンサルティング・ディレクタ）に作成できます。

キャリア・プランで可能なシナリオの数、および各シナリオで許可されるステップ（およびその結果としてのジョブ・ロール）の

数は、Taleoパフォーマンス管理で決定されます。

• 「Taleoパフォーマンス管理」 > 「設定」 > 「キャリア・プランニング」 > 「最大シナリオ数」

• 「Taleoパフォーマンス管理」 > 「設定」 > 「キャリア・プランニング」 > 「最大キャリア・ステップ数」

さらに、同じシナリオに指定できる特定のジョブ・ロールは1回のみですが、他の任意の数のシナリオにそのジョブ・ロールを

指定できます。

キャリア・ステップ

キャリア・ステップは、キャリア・シナリオの特定のジョブ・ロールに対応します。あるシナリオで使用できる特定のジョブ・ロー

ルは1回のみですが、他のシナリオの同じステップまたは別のステップでそのジョブ・ロールを使用できます。

各シナリオで許可されるステップ（およびその結果としてのジョブ・ロール）の数は、Taleoパフォーマンス管理で決定されま

す。

• 「Taleoパフォーマンス管理」 > 「設定」 > 「キャリア・プランニング」 > 「最大キャリア・ステップ数」

さらに、同じシナリオに指定できる特定のジョブ・ロールは1回のみですが、他の任意のシナリオにそのジョブ・ロールを指定

できます。

前述したように、あるシナリオで使用できる特定のジョブ・ロールは1回のみですが、他のシナリオでそのジョブ・ロールを使

用できます。たとえば、シナリオごとにジョブ・ロールが異なる最終ステップを除いて、同じステップと関連ジョブ・ロールが含

まれた複数のシナリオを作成できます。

ジョブ・ロールの検索

キャリア・プランニングで提供されるジョブ・ロールの検索機能を使用すると、ジョブ・プロファイルを検索して、関心を引く

キャリア移動を表すジョブ・ロールを検出できます。

3つの異なるタイプの検索を実行できます。

• キーワード検索 - 特定のテキスト文字列を検索する場合に使用します。キーワード検索では、次のすべてのセクショ

ンにある文字列が検索されます。

• ジョブ・プロファイルの名前

• ジョブ・プロファイルの摘要

• コンピテンシの名前

• 要件の名前

次のキーワード検索オプションを選択できます。

• 引用符を使用した文字列の完全一致検索。
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• ワイルドカード文字を使用したテキストの部分文字列の検索。

• ANDブール演算子を使用しない複数の単語の検索。

• ORブール演算子を使用した単語のリストの検索（演算子は大文字にする必要があります）。

• 拡張検索 - 特定のジョブ・レベル、ジョブ・フィールドまたはコンピテンシが要件またはアセットのいずれかとして指定さ

れたジョブ・ロールに対する複雑な検索を実行する場合に使用します。条件がオプションの場合は、条件の相対的

な加重（1～5）を指定できます。

• ベスト・フィット検索 - 従業員の現在のジョブのコンピテンシに最も合致するジョブ・ロールの検索を実行する場合に

使用します。

適合性分析

キャリア・プランで使用可能な適合性分析によって、特定ジョブ・ロールの一部であるコンピテンシのリスト、従業員の現

在のレーティングとのギャップ、およびそのジョブ・ロールに対する推奨レーティングを確認できます。

適合性分析は、特定のジョブ・ロールに関連するジョブ・ロール・カードまたは現在のジョブに対して実行できます。適合

性分析ツールのパネルには、「強み」、「改善」および「不明なエリア」の最大3つのセクションが表示されます。

• 強み - このセクションには、該当ジョブに対する推奨レーティングより高くレート付けされている従業員のコンピテンシが

リストされます。コンピテンシは、「強み」に表示されるジョブの要件となります。

• 改善 - このセクションには、該当ジョブに対する推奨レーティングより低くレート付けされている従業員のコンピテンシ

がリストされます。

• 不明なエリア - このセクションには、該当ジョブに必要なコンピテンシがリストされますが、従業員はそのコンピテンシに

ついて評価されていません。

これらの各セクションには、推奨レーティングとともに、従業員の現在のレーティング（使用可能な場合）がグラフィカルに表

示されます。セクションの基準に一致するコンピテンシがない場合、そのセクションは表示されません。デフォルトでは、セク

ションごとに3つのコンピテンシが表示されますが、各セクションで使用可能なすべてのコンピテンシを表示するための「その

他」リンクがあります。

利点

• 特定のキャリア向上の達成に必要な事項について、従業員にガイダンスを提供します。

• ギャップのみでなく、最初に強みに焦点を当てることによって、指定のキャリア・パスに対する従業員の本来の適合性

をより適切にハイライトできます。

影響

• 適合性分析が有意義なものになるには、コンピテンシ要件が指定されたジョブ・ロールが確立され、従業員は、パ

フォーマンス・レビューまたはTCCインポートを介してコンピテンシ・レーティングを受信している必要があります。

ジョブ・ロールに対するキーワード検索の実行

ジョブ・ロールに対するキーワード検索を実行すると、ジョブ・プロファイルの中で（より正確にはジョブ・ロールの名前または

摘要、あるいはジョブ・プロファイルに含まれるコンピテンシまたは要件の名前の中で）単語全体または語幹を検索できま

す。

ステップ

1. キャリア・プラン（自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プラン）をオープンしま

す。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウが表示された後、「キャリア・ステップの追加」を選択して検索に進みます。
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3. 「ジョブ・ロールの検索」セクションの「ジョブ・ロール」または「ジョブ・フィールド」のフィールドに、検索するテキスト文

字列を入力します。

検索する内容に従って、次のいずれかのタイプの情報を入力できます。

• テキスト文字列 - 単語全体または単語の一部のみを入力して、その単語または語幹のすべて

の出現を検索します。たとえば、“manage”（引用符は含めない）と入力すると、結果リストに

は、“manage”、“management”、“manages”などの単語を含む“manage”のすべての出現が表示されま

す。

• 完全一致 - 検索する正確な文字列を引用符で囲んで入力します。たとえば、“sales manager”（引用符

も含める）と入力して、この特定の文字列を含むジョブ・ロールを検索します。

• 複数の単語または語幹（あるいはその両方） - 単語の組合せをスペースで区切って入力し、それらの単

語をすべて含むジョブ・ロールを検索します。たとえば、“manage direct”（引用符は含めない）と入力し

て、“manage”および“direct”で開始する両方の単語を含むすべてのジョブ・ロールを検索します。

• いずれかの文字列 - 複数の単語をブール演算子ORで区切って入力し、それらの単語のいずれかを含む

ジョブ・ロールを検索します。演算子ORは大文字で入力する必要があります。たとえば、“manager OR
director OR sales”（引用符は含めない）と入力して、これらの単語を少なくとも1つ含むすべてのジョブ・ロー

ルを検索します。検索結果のジョブ・ロールには、該当する単語が複数含まれる可能性があります。

4. 「検索」をクリックします。

ジョブ・プロファイルの次のセクションでテキスト文字列が検索されます。

• 名前

• 摘要

• コンピテンシ名

• 要件名

結果

検索基準に一致するジョブ・ロールが「ジョブ・ロールの検索結果」ウィンドウに表示されます。

ジョブ・ロールに対する拡張検索の実行

ジョブ・ロールに対する拡張検索を実行すると、ユーザーは特定のジョブ・フィールド、ジョブ・レベルまたはコンピテンシ（ジョ

ブ・ロールに対する要件またはアセットになる）に基づいてジョブ・ロールを検索できます。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウが表示された後、「キャリア・ステップの追加」をクリックして検索に進みます。

3. 「ジョブ・ロールの検索」セクションで、「拡張検索」をクリックします。

4. 「拡張検索」ウィンドウで、検索に含める基準の横にあるチェック・ボックスをクリックします。

「ジョブ・フィールド」と「ジョブ・レベル」の各基準では、値も選択する必要があります。

必要に応じて、スクロール・バーを使用してウィンドウ内を上下に移動します。

5. 対応するオプションを選択して、条件が必須かオプションかを示します。

• 条件がオプションの場合は、条件の相対的な加重（1～5）を指定できます。

6. 検索に含める基準ごとに、手順4と5を実行します。
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7. 「検索」をクリックします。

結果

検索基準に一致するジョブ・ロールが「ジョブ・ロールの検索結果」ウィンドウに表示されます。「適合性」列は、検索

基準に関するジョブ・ロールの一致率を示します。

ベスト・フィット・ジョブ・ロールに対する検索の実行

ベスト・フィット・ジョブ・ロールに対する検索を実行すると、従業員の現在のジョブのコンピテンシと同じまたは類似のコンピ

テンシを含むジョブ・ロールをすばやく検索できます。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウが表示された後、「キャリア・ステップの追加」をクリックして検索に進みます。

3. 「ジョブ・ロールの検索」セクションで、「ベスト・フィット」をクリックします。

結果

現在のジョブに最も合致するすべてのジョブ・ロールが「ジョブ・ロールの検索結果」ウィンドウに表示されます。

適合性分析の実行

適合性分析の実行は、ジョブ・ロールに含まれるコンピテンシに対する推奨レーティングと従業員のレーティングとのギャッ

プを示すことによって、キャリア・シナリオに含まれる特定のジョブ・ロールへの従業員の適合度を確認するのに役立ちま

す。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、 をクリックして「ツール」パネルを展開します。

3. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、コンピテンシ適合分析を表示するジョブ・ロール・カードをクリックします。

4. ジョブ・ロールのコンピテンシが、「適合性分析」パネルの3つのカテゴリ（「強み」、「改善」または「不明なエリア」）の

いずれかの下に自動的に表示されます。特定のコンピテンシに対する従業員のレーティングと、ジョブ・ロールに指

定された推奨レーティングとの比較によって、コンピテンシが表示されるカテゴリが決まります。

「その他」リンクが表示された場合は、クリックすると追加のコンピテンシを表示でき、情報をスクロールできます。

5. シナリオに含まれる別のジョブ・ロールの適合性分析を確認するには、対応するジョブ・ロール・カードをクリックしま

す。適合性分析情報が自動的に変わります。

6. 作業後に「適合性分析」パネルをクローズするには、「サポート・ツールの非表示」をクリックします。

キャリア・プランの表示

キャリア・プランを表示すると、自分のキャリア・シナリオ、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・シナリオを確認

できます。

前提条件

キャリア・プランを表示するには、「Taleoパフォーマンス管理」のキャリア・プランニングの使用可能設定が「はい」に設

定されていて、キャリア・プランがすでに存在している必要があります。
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ステップ

1. 次のいずれかのステップを実行します。

• 自分自身のキャリア・プランを表示するには 、「クイック・リンク」 > 「自分のキャリア・プラン」の順にクリックしま

す。

• マネージャが直属の部下のいずれかのキャリア・プランを表示する場合は、「マネージャ・センター」 > 「キャリア・

プラン」の順にクリックします。

2. マネージャが直属の部下のキャリア・プランを表示する場合は、従業員リストで従業員の名前を選択します。従

業員リストで直属の部下の名前を選択することによって、別の従業員のキャリア・プランを表示することもできま

す。

結果

自分のキャリア・シナリオまたは選択した従業員のキャリア・シナリオが「キャリア・プラン」ウィンドウに表示されます。

次ステップ

新しいシナリオを追加したり、既存のシナリオを編集または削除することもできます。
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キャリア・プランの使用

キャリア・プランの作成

キャリア・プランを作成するには、一連のジョブ・ロールを含むキャリア・シナリオを作成する必要があります。各シナリオは、

従業員が組織内で潜在的に達成可能なキャリア・パスに対応します。キャリア・プランは、従業員自身またはその従業

員のマネージャが従業員のために作成します。キャリア・プランを作成するのは1回のみで、シナリオが含まれていなくても

アクティブのままになります。

ステップ

1. キャリア・プランがこれまでに作成されていない場合は、キャリア・プランを作成するかどうかを尋ねるメッセージが表

示されます。「作成」をクリックします。「作成」ボタンが表示されるのは、初めてプランを作成するときのみです。

最初のシナリオは自動的に作成され、デフォルトでは「自分のシナリオ」という名前になります。「自分のシナリオ」と

いう名前を使用しない場合、シナリオ名は後で変更できないため、ジョブ・ロールを追加する前にこの最初のシナ

リオを削除してください。

2. キャリア・プラン（自分自身のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プラン）がすでに

存在する場合は、それをオープンします。

• 自分自身のキャリア・プランをオープンするには、「クイック・リンク」 > 「自分のキャリア・プラン」の順にクリックしま

す。

• 自分の直属の部下のいずれかのキャリア・プランをオープンするには、「マネージャ・センター」 > 「キャリア・プラ

ン」の順にクリックします。

3. シナリオを作成します。「シナリオの作成」を参照してください。

4. ジョブ・ロール検索または適合性分析を実行するか、別のシナリオに含まれるジョブ・ロールを作業中のシナリオに

ドラッグすることによって、シナリオにジョブ・ロールを追加します。「シナリオへのジョブ・ロールの追加」を参照してくだ

さい。

結果

キャリア・プランには、許可される最大シナリオ数を含めることも、シナリオをまったく含めないこともできます。キャリア・プ

ランは、空の場合でも削除できません。

シナリオの作成

シナリオを作成すると、ユーザーはキャリア・プランを相互に形成する一連のジョブ・ロールを追加できます。自分のシナリ

オ、またはマネージャの場合は直属の部下のシナリオを作成できます。

前提条件

シナリオを作成できるのは、キャリア・プランで許可される最大シナリオ数を超えていない場合です。この数は「Taleoパ

フォーマンス管理」 > 「設定」で設定され、該当する設定は「最大シナリオ数」です。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、「新規シナリオの開始」をクリックします。
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3. 「新規シナリオ」ウィンドウで、作成するシナリオの名前を入力します。

シナリオはアルファベット順にソートされ、作成したシナリオの名前は編集できないため、シナリオが特定の方法でリ

ストされるようにその命名について検討してください。

4. 「OK」をクリックします。

「キャリア・プラン」ウィンドウに表示される「新規シナリオ」セクションには、従業員の現在のジョブのジョブ・カードが

自動的に挿入されます。

5. 次に、ジョブ・ロール検索または適合性分析を実行するか、別のシナリオに含まれるジョブ・ロールを作成したシナ

リオにドラッグすることによって、キャリア・プランのシナリオにジョブ・ロールを追加する必要があります。

シナリオへのジョブ・ロールの追加

シナリオの作成または編集時にジョブ・ロールをシナリオに追加するには、ジョブ・ロール検索または適合性分析を実行す

るか、シナリオに含まれるジョブ・ロールを現在のシナリオにドラッグします。

前提条件

ジョブ・ロールは、最大ステップ数に達していないかぎり、いつでもシナリオに追加できます。「最大キャリア・ステップ

数」設定は、「Taleoパフォーマンス管理」 > 「設定」で定義します。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 次のいずれかのアクションを選択します。

• 既存のシナリオからのジョブ・ロールの追加 - これは、「キャリア・プラン」ウィンドウから直接実行できる唯一の

ジョブ・ロール追加タスクです。2通りの方法があります - 表示されているシナリオからジョブ・カードを現在のシ

ナリオの場所にドラッグすると、ジョブ・ロールがコピーされるため、今後は両方のシナリオに存在することになり

ます。[Shift]キーを押しながらジョブ・カードをドラッグすると、ジョブ・ロールはコピーされるかわりに現在のシナリ

オに移動されます。

• ジョブ・ロール検索によるジョブ・ロールの追加 - この方法は、シナリオに追加するジョブ・ロールの検索に使用

できる様々な検索基準を提供します。

既存のシナリオからのジョブ・ロールの追加

ジョブ・ロールは、あるシナリオからジョブ・ロールをドラッグして該当するシナリオにドロップすることによってシナリオに追加で

きます。この方法は通常、最終ステップを除いて、すべて同じ一連のジョブ・ロールが含まれる複数のシナリオをすばやく

作成する場合に使用します。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 追加するジョブ・ロールが含まれるシナリオ内で、ジョブ・ロールのカードをクリックし、宛先シナリオ内の希望の場所

までドラッグします。

アイコンが表示された場合は、シナリオをドロップできます。

がかわりに表示された場合は、受入可能な場所が見つかるまでカードを引き続きドラッグすると、 が表示さ

れます。その後、シナリオをドロップできます。
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ジョブ・ロール検索によるジョブ・ロールの追加

ジョブ・ロール検索によるジョブ・ロールの追加は、ジョブ・ロールをキャリア・プランのシナリオに追加する最も一般的な方法

です。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリアをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、「キャリア・ステップの追加」を選択します。

3. 次のいずれかの検索タイプを使用します。

Options Description

キーワード検索 ジョブ・ロールの名前または名前の一部を、ジョブ・

ロール・プロファイル（摘要、資格、職責）の語句とと

もに入力します。

拡張検索 これによって、「ジョブ・レベル」、「ジョブ・フィールド」お

よび「コンピテンシ」などの追加のジョブ・ロール・フィー

ルドを対象にできます。

ベスト・フィット 従業員の現在のジョブ・ロールの一部であるコンピテ

ンシに最も合致するジョブ・ロールが表示されます。

指定した検索基準に一致するすべてのジョブ・ロールが「ジョブ・ロールの検索結果」ウィンドウに表示されます。リ

ストには、検出されたジョブ・ロールごとに、対応するジョブ・フィールド、ジョブ・レベル、ステータス（そのジョブ・ロー

ルがシナリオですでに使用されているかどうか）および現在のジョブのコンピテンシと比較した適合率が表示されま

す。結果ページでジョブ・プロファイルの名前をクリックすることによって、リストされているジョブ・ロールのジョブ・プロ

ファイルを表示することもできます。

4. 「ジョブ・ロールの検索結果」リストで、追加するジョブ・ロールを検索し、名前をクリックしてハイライトし、次に「ス

テップの追加」を選択します。

次ステップ

「キャリア・プラン」ウィンドウでは、ジョブ・ロールの順序を変更して、シナリオとそのジョブ・ロールの表示を改良できま

す。

キャリア・プランに関するフィードバックの表示

自分または直属の部下のキャリア・プランに関するフィードバックの表示は、シナリオ全体、あるいは自分または直属の部

下に関連する特定のジョブ・ロールに関する他の人の意見やレーティングを表示する場合に使用します。

前提条件

フィードバックを表示できるのは、キャリア・プランで選択したカードに対応するジョブ・ロールに対してフィードバックが提

供されている場合のみです。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、 をクリックして「ツール」パネルを展開します。

3. 「フィードバック」をクリックして、対応するパネルをオープンします。

4. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、提供されたフィードバックを表示するジョブ・ロール・カードをクリックします。
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フィードバックが提供されていない場合は、「フィードバックの要求」をクリックしてフィードバックを要求できます。

5. フィードバックが存在する場合は、フィードバックが、そのフィードバックを提供した個人の名前とジョブ・タイトル、

フィードバックの日付、与えられたレーティング（ある場合）およびコメント（ある場合）とともに「フィードバック」パネル

に表示されます。

• フィードバックの内容全体を表示するには、「フィードバック」パネルでフィードバック・テキストをダブルクリックしま

す。

6. 「フィードバック」パネルをクローズするには、「サポート・ツールの非表示」をクリックします。

ジョブ・ロールの順序変更

ジョブ・ロールの順序変更は、ジョブ・ロール検索を実行し、結果リストからジョブ・ロールをキャリア・プランにドラッグした後

に頻繁に実行します。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、別のポジションに移動するジョブ・ロール・カードをクリックして希望のステップまでド

ラッグし、2つのカードの間または1つのカードの上に直接ドロップします。 アイコンは、現在のポジションが無効で

あることを示します。

ジョブ・ロール・カードをあるシナリオから別のシナリオにドラッグすると、2番目のシナリオにカードがコピーされ、その

ジョブ・ロール・カードは両方のシナリオの一部になります。

シナリオからのジョブ・ロールの削除

シナリオからのジョブ・ロールの削除では、ジョブ・ロールをシナリオから削除します。自分または自分のマネージャがこのアク

ションを実行できます。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、削除するジョブ・ロールが含まれるシナリオを検索します。

3. ジョブ・ロール・カードで、 をクリックしてオプション・メニューをオープンし、「このステップの削除」を選択します。

4. 「はい」をクリックして削除することを確認します。

結果

ジョブ・ロールがシナリオから削除されます。ジョブ・ロールは、そのジョブ・ロールが含まれている他のシナリオからは削除

されません。

シナリオの削除

シナリオを削除すると、一連のジョブ・ロール全体がキャリア・プランから削除されます。

ステップ

1. 自分のキャリア・プラン、またはマネージャの場合は直属の部下のキャリア・プランをオープンします。

2. 「キャリア・プラン」ウィンドウで、削除するシナリオ名の横にある アイコンをクリックし、「このシナリオの削除」を選

択します。

3. 確認要求が表示された際に、「はい」をクリックします。



219 · Oracle Taleo Performance Cloud Service   ユーザー・ガイド

結果

削除したシナリオは「キャリア・プラン」ウィンドウに表示されなくなります。

キャリア・プランのフィールド

次の表に、Taleoパフォーマンスのキャリア・プランに関連するフィールドおよびボタンを示します。表内の各エントリは、

フィールドまたはボタン、摘要、可能な値（事前定義されている場合）、フィールドが適用されるアプリケーションの部分、

およびそのフィールドのセクション・ヘッダーです。

フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

実績レーティング 選択したジョブ・ロールのコンピテンシに対する従業員の実績レー

ティング（コンピテンシが従業員レビューの一環として評価されている

場合）。従業員の実績レーティングが推奨レーティングより高い場

合、実績レーティングは「強み」の下に表示され、推奨レーティング

より低い場合は「改善」の下に表示されます。従業員のコンピテン

シが評価されていない場合は、「不明なエリア」の下に表示されま

す。

キャリア・プラン 適合性分析

拡張検索 ジョブ・ロールを検索する際に一連の基準を指定できるようにする

検索オプション。

キャリア・プラン ジョブ・ロールの検

索

ベスト・フィット 従業員の現在のジョブのコンピテンシに最も合致するジョブ・ロール

を検出できるようにする検索オプション。

キャリア・プラン ジョブ・ロールの検

索

現在のジョブ 「キャリア・プラン」ウィンドウにあるプランのこの列には、すべてのシナリ

オにおいて、従業員の現在のジョブが自動的に表示されます。

キャリア・プラン キャリア・プラン

フィードバック キャリア・プランのシナリオまたはシナリオの特定のキャリア・ステップ

（あるいはその両方）に対するフィードバックを要求するために使用

するツール。

キャリア・プラン ツールボックス

フィールド 検索の実行対象となるフィールド。選択を行う際に必要なのは、希

望するフィールドをすべて選択することのみです。「ジョブ・レベル」と

「ジョブ・フィールド」の各フィールドでは、適用可能な値も選択する

必要があります。

キャリア・プラン 拡張検索

適合性 指定した検索基準にジョブ・ロールがどの程度適合しているかを示

す率。

キャリア・プラン ジョブ・ロールの検

索結果

適合性 従業員のレーティング（「適合性分析」に表示される）とジョブ・ロー

ルに対して期待されているレーティングとのギャップ。100%はギャッ

プがないことを意味します。たとえば、「適合性分析」に10項目があ

り、従業員がそのうちの7項目を達成するか超えているとします。こ

の従業員の適合率は70%となります。

キャリア・プラン ジョブ・カード

適合性分析 ジョブ・ロールの各コンピテンシに対する推奨レーティングと、各コンピ

テンシについて従業員が獲得したレーティング（適用可能な場合）

との相違に関する分析を取得するために使用するツール。

キャリア・プラン ツールボックス

ジョブ・フィールド SmartOrgのジョブ・ロール定義に従ってジョブ・ロールに関連付けら

れたジョブ・フィールド。

キャリア・プラン ジョブ・ロールの検

索結果
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

ジョブ・レベル SmartOrgのジョブ・ロール定義に従ってジョブ・ロールに関連付けら

れたジョブ・レベル。

キャリア・プラン ジョブ・ロールの検

索結果

ジョブ・カード

ジョブ・ロールの検索 ジョブ・ロールの検索に使用するツール。 キャリア・プラン ツールボックス

名前 SmartOrgのジョブ・ロール定義に従ったジョブ・ロールの名前。 キャリア・プラン ジョブ・ロールの検

索結果

「オプション」メニュー 「オプション」メニューを使用すると、ジョブ・ロールに対応するジョブ・

プロファイルを表示したり、ジョブ・ロールを既存のシナリオに追加でき

ます。あるシナリオに含まれるジョブ・ロール・カードから、「オプション」

メニューを使用して対応するジョブ・プロファイルを表示したり、ジョ

ブ・カードをシナリオから削除できます。

キャリア・プラン ステータス

ジョブ・カード

推奨レーティング 選択したジョブ・ロールのコンピテンシに対して必要とする推奨レー

ティング。

キャリア・プラン ギャップ分析

検索タイプ あるフィールドが拡張検索の対象となり、対応するボックスが選択

されたとき、検索タイプのオプションがアクティブになります。2つのオプ

ションがあります。

• 必須 - ジョブ・ロールが検索結果に返されるには、選択した

フィールドが存在している必要があります。

• オプション - 選択したフィールドはオプションで、指定した加重に

従って検索されます。

キャリア・プラン 拡張検索

ステップ 「キャリア・プラン」ウィンドウの「ステップ」列には、シナリオに追加さ

れたジョブ・ロールが表示されます。シナリオに追加できるステップ数

は、対応する設定「最大キャリア・ステップ数」（「Taleoパフォーマン

ス管理」で定義）に依存します。

キャリア・プラン キャリア・プラン

ジョブ・ロール・プロ

ファイルの表示

関連するジョブ・ロールのプロファイルをオープンし、詳細な摘要や

関連するすべてのコンピテンシおよび資格を表示する「アクション」メ

ニュー・オプションで、ジョブ・ロール・カードまたは「ジョブ・ロールの検

索結果」ページから使用可能です。

キャリア・プラン 「オプション」メ

ニュー

加重 検索基準として選択されたフィールドがオプションの場合は、相対

的な加重（1～5）を指定できます。

キャリア・プラン 拡張検索
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育成プランのスタート・ガイド

育成プラン

育成プランは、キャリア管理機能を補完します。これによって、従業員は、育成プランを中心的な場所およびTaleoパ

フォーマンス全体にわたるコンテキスト内の両方から作成および管理できます。育成プランを使用すると、従業員は育成

目標を管理して、現在のロールを改善するためまたは将来のロールの達成を容易にするためなど、その目標を達成する

ために必要な特定の育成アクティビティを判別できます。

育成プランを使用すると、従業員は将来のポテンシャル・キャリア・パスを確認するのみでなく、それらを達成するために必

要な育成アクティビティを表示、モニターおよび進行できます。これらのアクティビティは、一般的な改善の推奨領域また

は希望領域に重点を置いたり、目標プランの一部として従業員が遂行する特定の目標をサポートできます。

従業員とマネージャの両方が、育成プラン自体から、または従業員のタレント・プロファイル、パフォーマンス・レビュー、目

標プラン、キャリア・プランから育成アクティビティを定義できます。

育成プランには、すべてのアクティビティが、それが追加または作成されたコンテキストに関係なくリストされます。ただし、

特定のコンテキスト内の場合、ユーザーはミニ育成プランを使用できます。このミニ・プランでは、アクティビティの期日およ

びステータスと進捗情報が、選択した項目にリンクされた他のすべての育成アクティビティの上に表示されます。

さらに、ソーシャル学習管理を促進するためにコラボレーション・ツールが統合されています。従業員は、他のユーザーとの

育成アクティビティの共有、メンタリング関係からの利益の取得、およびコース、書籍、コーチなどの育成コンテンツのレー

ト付けとレビューが可能です。
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育成プランの使用

育成プラン

育成プランは、育成プラン機能の基礎部分であり、従業員が自分の育成アクティビティをすべて管理できる中心的な場

所です。

育成プランは、各従業員が、育成アクティビティの追加と削除、アクティビティ詳細の編集、アクティビティの進捗ステータ

スの保守、アクティビティのレート付けとコメント、アクティビティの他のユーザーとの共有または推薦を実行できる主要な場

所です。

システム内の各従業員は育成プランを設定でき、この育成プランには、従業員および対応する権限があるHR管理者

に付与されているのと同じ権限を使用して、従業員のマネージャもアクセスできます。

育成プランには様々なタイプのアクティビティを含めることができ、コースなどの正式なアクティビティ、ジョブのシャドウイング

割当などの非公式または経験的なアクティビティ、その他のカスタム作成アクティビティなどがあります。

アクティビティは、育成ライブラリ内の事前定義アクティビティの検索またはカスタム・アクティビティ（ジョブのシャドウイング、

メンタリングやネットワーキング、育成ライブラリに含まれていないその他のアクティビティなど）の作成によって育成プランに

追加します。従業員が作成したこれらのカスタム・アクティビティは、他の同僚と共有でき、育成ライブラリのそれぞれの

ビューに表示されます。

育成プラン内のアクティビティに関連するアクションはすべて追跡され、「履歴」タブに表示されます。

育成プランには期間の制限がなく、将来にわたって延長できます。したがって、例として、ある育成プランには、3か月にわ

たる育成アクティビティと3年間にわたる育成アクティビティが含まれる場合があります。育成プランは時間の経過とともに

増えるため、従業員は作業中のアクティブな項目にのみ集中することを希望します。完了したアクティビティは、プランの

アーカイブ済ビューに移動できます。

育成プランの承認

育成プランの承認は、定義済ユーザーが育成プランのアクティビティをレビューしてプランが適切かどうかを判断するため

に、育成プランを構成するアクティビティを定義済ユーザーに提示するオプションのプロセスです。承認はプラン全体に対し

て行われ、プランで変更が発生した際に行われる場合もあります。

育成プランの承認は、育成プラン・テンプレート・レベルで設定された承認ワークフローの定義によって決定されます。デ

フォルトで、定義されている承認ワークフローはないため、育成プランに承認は必要ありません。

ただし、育成プラン・テンプレートに承認ワークフローがある場合は、承認ワークフローで選択された承認者に基づいて、

ワークフロー内のその順序に従って、育成プランを承認する必要があります。さらに、承認の各ステップで、選択したEメー

ル・テンプレートどおりにEメール通知を参加者に送信できます。

承認プロセスは、2つの異なる状況で発生する可能性があり、それぞれが異なる設定の影響を受けます。

状況 関連構成

育成プランの承認をプランの作成者が要求した場合。 育成プラン・テンプレートに少なくとも1人の承認者を含む承認ワーク

フローがある場合は、指定された承認者がプランを承認する必要があ

ります。



育成プラン · 224

状況 関連構成

プラン内のアクティビティが変更され、その変更が、変更時

に承認を必要とするように構成されている場合。

育成プラン・テンプレートで、フィールドが承認を必要とすることを示す

ユーザー定義フィールドおよび標準フィールドは、そのフィールドが編集

された場合に、定義済の承認ワークフローを完了する必要がありま

す。

印刷可能な育成プラン

育成プラン機能を使用すると、育成プランを印刷できます。

印刷可能な育成プランには、次のセクションとフィールドがあります。

• 育成プラン情報 - 育成プランに関する一般情報。このセクションは常に、印刷されるプランの一部です。ただし、値が

含まれていないフィールドがある場合、そのフィールドは「指定なし」と表示されます。

印刷される育成プラン 「育成プラン」ページ

セクション - フィールド

育成プラン・ヘッダーの下のセクション ステータス プランのステータスは、ツール・バーの

アクション・アイコンの横に表示されま

す。

承認日 承認日は、プランが承認された場合

にのみ表示されます。

印刷日 育成プランに対応する項目はなく、

現在のシステム日付です。

• 従業員情報 - このセクションには、従業員に関する一般情報が表示されます。このセクションは常に、印刷されるプ

ランの一部です。ただし、値が含まれていないフィールドがある場合、そのフィールドは「指定なし」と表示されます。

印刷される育成プラン ソース

従業員情報 フィールド このセクションの情報は、従業員の

ユーザー・アカウント情報から取得

従業員 従業員の姓名

ユーザー名 ユーザー名

ID 従業員ID

タイトル ジョブ・ロール・タイトルまたはユー

ザー・タイトル（選択したオプションに

依存）

マネージャ 従業員のマネージャ

組織 組織
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• 現在の育成アクティビティおよびアーカイブされた育成アクティビティ - これらのセクションには、現在またはアーカイブ

されたアクティビティが育成プランに1つ以上ある場合、現在およびアーカイブされたすべてのアクティビティが、アルファ

ベット順にリストされます。1つもない場合、このセクションは印刷されません。

• 印刷される育成プラン ソース・フィールド

現在の育成アクティビティ/アー

カイブされた育成アクティビティ

フィールド 「育成アクティビティ」ページ

セクション - フィールド

アクティビティの名前 仕様 - 名前

アクティビティのステータス（カッコ内） 仕様 - ステータス

アクティビティの摘要 仕様 - 摘要

開始日 仕様 - 開始日

グレーの背景のセクションにあるサブ

セクション

現在のアクティビティ/「アーカイブされ

たアクティビティ」セクションが印刷され

る場合、このサブセクションは必ず表

示されます。一部のフィールドに値が

含まれていない場合、そのフィールド

は「指定なし」と表示されます。

期日 仕様 - 期日

名前 育成アクティビティ情報

ID 育成アクティビティ情報 - ID

この値はカスタム・アクティビティには

使用できません。

カテゴリ 育成アクティビティ情報 - カテゴリ

タイプ 育成アクティビティ情報 - タイプ

育成アクティビティ情報

このセクションの情報は、構成時に

育成アクティビティ定義から最初に

取得されます。したがって、一部の情

報が定義で提供されなかった場合、

その情報は、育成アクティビティ・ペー

ジまたは印刷される育成プランに表

示されません。

現在のアクティビティ/「アーカイブされ

たアクティビティ」セクションが印刷され

る場合、このサブセクションは必ず表

示されます。一部のフィールドに値が

含まれていない場合、そのフィールド

は「指定なし」と表示されます。

関連するコンピテンシ 育成アクティビティ情報 - コンピテン

シ

実績値 指標 - 実績

ターゲット値 指標 - ターゲット

努力目標値 指標 - 努力目標

指標

現在のアクティビティ/「アーカイブされ

たアクティビティ」セクションが印刷され

る場合、このサブセクションは必ず表

示されます。一部のフィールドに値が

含まれていない場合、そのフィールド

には値0が表示されます。

進捗 指標 - 進捗

作成者 コメント - 追加者

日付 コメント - 追加

コメント

現在のアクティビティ/「アーカイブされ

たアクティビティ」セクションが印刷され

る場合、このサブセクションは、コメン

トが1つ以上ある場合のみ表示され

ます。1つもない場合、このサブセク

ションは印刷されません。

メッセージ コメント - テキスト
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印刷される育成プラン ソース・フィールド

現在の育成アクティビティ/アー

カイブされた育成アクティビティ

フィールド 「育成アクティビティ」ページ

セクション - フィールド

項目 仕様 - 関連付けられた項目 - 項目関連付けられた項目

現在のアクティビティ/「アーカイブされ

たアクティビティ」セクションが印刷され

る場合、このサブセクションは、リンク

された項目が1つ以上ある場合のみ

表示されます。1つもない場合、この

サブセクションは印刷されません。

コンテキスト 仕様 - 関連付けられた項目 - コン

テキスト

印刷バージョンには、育成プラン・テンプレートの標準のフィールド表示は反映されないことに注意してください。（前述の

表で示した）印刷される育成プランの一部であるフィールドは、育成プラン・テンプレートで非表示に設定されている場合

でも表示されます。たとえば、「努力目標値」フィールドは、テンプレートに表示されないように設定された場合でも、印刷

される育成プランには'0'の値が表示されます。

育成プランの表示

育成プランの表示を使用すると、ユーザーは、自分自身の育成プランまたは別の従業員の育成プランを表示できます。

プランには、アクティブな育成アクティビティが、進行中、完了済、未開始、取消済のいずれであるかに関係なくすべて表

示されます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「アクティビティ」タブをクリックすると、プラン内のアクティブなアクティビティがすべて表示されます。

アクティビティをコンテキスト別に表示するには、「表示別」を選択すると、アクティビティをコンピテンシ、従業員目

標、ジョブ・ロールまたはレビュー項目別にアクティビティを編成できます。

2. 「アーカイブされたアクティビティ」タブをクリックすると、その特定のプランに対してアーカイブされているアクティビティ

がすべて表示されます。

3. 「履歴」タブをクリックすると、育成プランで実行されたすべてのアクティビティのリストが表示されます。

「日時」列をダブルクリックすると、イベント履歴が別のメッセージ・ボックスに表示されます。

次ステップ

「育成プラン」ページにアクセスすると、新規アクティビティの追加、アクティビティの削除または編集、およびリスト内の

特定アクティビティの詳細の表示ができます。

育成プランの印刷

前提条件

• 設定「パフォーマンス」 > 「育成プラン」 > 「育成プランニングを使用可能」が「はい」に設定されていること。
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• 設定「パフォーマンス」 > 「育成プラン」 > 「育成プラン印刷を使用可能」が「はい」に設定されていること。

• ユーザーに権限「パフォーマンス」 > 「育成プラン」 > 「表示」がある必要があります。

• 育成プランに少なくとも1つのアクティビティが含まれていること。

ステップ

1. 印刷する育成プランに、「クイック・リンク」 > 「自分の育成プラン」または「マネージャ・センター」 > 「育成プラン」を

使用してアクセスします。

2. 育成プランにアクセスした後、 をクリックしてプランのPDF版をオープンします。

選択する印刷オプションはないことに注意してください。印刷されるフィールドは事前定義されています。

3. 育成プランを印刷するには、PDFリーダーの印刷機能を選択します。

結果

育成プランのPDF版が印刷されます。

育成プランのインストラクションの表示/非表示

前提条件

インストラクションが少なくとも1つの言語で作成されている必要があります。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

ステップ

1. 「他のアクション」 > 「インストラクションの表示」の順に選択します。

「インストラクションの表示」が「他のアクション」メニューに表示されるのは、インストラクションが存在していて、非表

示になっている場合のみです。

インストラクションを自分の言語で使用できない場合は、システムのベース言語で表示されます。

2. をクリックすると、インストラクションが非表示になります。

使用可能なインストラクションのセットは、インストラクションを特定のアクティビティ内に表示するかどうかに関係な

く、育成プラン全体で1セットのみです。

育成プランへのアクティビティの追加

育成プランにアクティビティを追加するには、既存のアクティビティを検索するか、または新しい非公開アクティビティを作成

します。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

同じアクティビティは、育成プランに1回のみ追加できます。
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ステップ

1. アクティビティを選択および追加するには、3通りの異なる方法があります。

• 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの検索...」を選択して会社の育成ライブラリ内の既存

アクティビティを検索した後、左側のペインの「アクティビティ収集」から個々のアクティビティを選択して確認しま

す。次に、「アクティビティの追加」を選択して育成プランに追加します。

• 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの作成...」を選択して、自分用の新しいカスタムおよ

び非公開のアクティビティを作成します。

• 「育成プラン」ページの左側のペインにあるメニューで、「推薦」をクリックし、同僚が推薦したアクティビティを選

択した後、「受入」を選択します。

2. アクティビティをプランに追加する場合は、様々な項目にアクティビティをリンクするオプションが提供されます。

a) 「育成アクティビティの関連付け」ウィンドウで、ドロップダウン・リストから希望のコンテキストを選択した後、対

応する項目を選択します。

b) をクリックして、選択項目を選択済項目のリストに追加します。

c) アクティビティにリンクする各エレメントに対して、前述の2つの手順を繰り返します。

d) リンク・エレメントをすべて選択した後、「OK」をクリックします。

結果

アクティビティが育成プランに追加されます。

育成プランからのアクティビティの削除

アクティビティを削除すると、そのアクティビティが育成プランから削除されます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

ステップ

1. 「アクティビティ」タブから、削除するアクティビティを選択します。

2. をクリックし、「プランから削除」を選択します。

3. 「はい」をクリックして削除することを確認します。

結果

選択したアクティビティが育成プランから削除されます。

育成プランの承認の要求

関連する育成プラン・テンプレートに承認ワークフローが含まれている場合は必ず、また、承認を必要とする育成プランが

変更された場合は、育成プランの承認が必要です。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン
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ステップ

1. 「育成プラン」ページで、「承認の要求」をクリックします。

2. 承認要求が育成プラン・テンプレートの承認ワークフローに定義されているユーザーに送信されるように、承認要

求を確認します。

結果

承認要求が承認ワークフローの最初の承認者に送信され、そのユーザーの「自分のタスク」パネルの「育成プランの承

認」タスク・タイプに表示されます。

次ステップ

定義された承認者が承認要求を承認または否認すると、その結果がユーザーの育成プランに示されます。それまで

は、育成プランのステータスは、そのプランが承認中であることを示します。

承認要求への返信

目標プラン、後任プラン、育成プラン、パフォーマンス・レビューまたは従業員変更要求の承認が必要な場合、実行され

る承認タスクは常に「自分のタスク」から承認者に通知されます。

前提条件

承認者が承認要求を承認または否認するには、承認が要求されている必要があります。

「パフォーマンス」 > [自分のタスク]

ステップ

1. 「自分のタスク」で、「表示」リストから適切な承認カテゴリを選択します。

2. タスク・リストで、項目を選択して、要約情報および対応するリンクを表示します。

3. リンクをクリックすると、特定の項目ページ、または従業員変更が要求されたことを示すウィンドウが表示されま

す。

4. 「承認」または「否認」をクリックし、コメントを入力して「OK」をクリックします。

結果

承認要求に対して回答され、タスクが「自分のタスク」から削除されます。
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育成アクティビティの検索

育成アクティビティの検索

検索を実行すると、従業員は、自分の育成プランへの追加に適したアクティビティを検索できます。

育成アクティビティの検索では、指定した問合せが起動され、育成ライブラリまたは従業員と共有されているアクティビ

ティで関連アクティビティが検索されます。

アクティビティを検索するための様々な種類の検索が従業員に提供されます。

• キーワード検索 - 入力した文字列がすべてのアクティビティ名および摘要で検索されます。

• 拡張検索 - 指定したコンテキスト値に基づいて検索が実行されます。

• ベスト・フィット・アクティビティ - 結果に表示されるのは、検索を実行している従業員と同じ組織、場所、ジョブ・フィー

ルド、ジョブ・ロール、ジョブ・レベルおよびコンピテンシを提示するアクティビティです。

• 上位レート付けアクティビティ - 結果に表示されるのは、5個の星から0まで降順に示す、最高レーティングのアクティ

ビティです。

• 共有されているアクティビティ - 結果に表示されるのは、現在の従業員が他のユーザーと共有している非公開アク

ティビティです。

• 共有されているアクティビティ - 結果に表示されるのは、プランを表示中の従業員と共有している非公開アクティビ

ティです。

育成ライブラリのアクティビティの検索

育成ライブラリ内でアクティビティを検索する場合は、会社で作成されたアクティビティで、すべてのユーザーが使用できる

アクティビティが検索されます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの検索...」を選択して、会社の育成ライブラリ内で既存の

アクティビティを検索します。

2. 「育成アクティビティ検索」パネルで、キーワード検索または拡張検索を使用して、あるいはアクティビティ収集から

検索を実行します。

検索基準に対応するアクティビティが表示されます。

3. 関心があるアクティビティを検索してプランに追加する場合は、「アクティビティの追加」をクリックします。

• アクティビティを追加する前に詳細を確認する場合は、アクティビティ名をクリックしてその詳細を表示します。

4. アクティビティを自分のプランに追加する場合は、様々な項目にアクティビティをリンクする手段が提供されます。

a) 「育成アクティビティの関連付け」ウィンドウで、ドロップダウン・リストから希望のコンテキストを選択した後、対

応する項目を選択します。
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b) をクリックして、選択項目を選択済項目のリストに追加します。

c) アクティビティにリンクする各エレメントに対して、前述の2つの手順を繰り返します。

d) リンク・エレメントをすべて選択した後、「OK」をクリックします。

結果

アクティビティが育成プランに追加されます。

次ステップ

アクティビティに関する追加情報を指定するか、または既存情報を編集する場合は、「育成アクティビティ情報」ペー

ジで、アクティビティを選択してその詳細を表示し、必要に応じて変更を加えます。

キーワードを使用したアクティビティの検索

キーワード検索を実行すると、育成ライブラリ内または従業員と共有しているアクティビティ内で単語または単語の一部

を検索でき、入力した文字列がすべてのアクティビティ名および摘要で検索されます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの検索...」を選択して、会社の育成ライブラリ内で既存の

アクティビティを検索します。

2. 「育成アクティビティ検索」ページで、「キーワード」検索ボックスにテキストを入力して検索を実行します。

検索する内容に従って、次のいずれかのタイプの情報を入力できます。

• テキスト文字列 - 単語全体または単語の一部のみを入力して、その単語または

語幹のすべての出現を検索します。たとえば、manageと入力すると、結果リストに

は、manage、management、manager、managesなどの単語を含むmanageのすべての出現が表示さ

れます。

• 完全一致 - 検索する正確な文字列を引用符で囲んで入力します。たとえば、“sales manager”と入力し

て、この特定の文字列を含むエレメントを検索します。

• 複数の単語または語幹（あるいはその両方） - 単語の組合せをスペースで区切って入力し、それらの単語

をすべて含むエレメントを検索します。たとえば、manage directと入力して、manageおよびdirectで開始

する両方の単語を含むエレメントを検索します。

• いずれかの文字列 - 複数の単語をブール演算子ORで区切って入力し、それらの単語のいずれかを含む結

果を検索します。演算子ORは大文字で入力する必要があります。たとえば、manager OR director OR
salesと入力して、これらの単語を少なくとも1つ含むエレメントを検索します。検索結果のエレメントには、該

当する単語が複数含まれる可能性があります。

3. 「検索を開始」をクリックします。

育成ライブラリまたはユーザーと共有しているアクティビティ内のアクティビティの名前および摘要でテキスト文字列

が検索されます。
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結果

検索基準に対応するアクティビティが表示されます。

次ステップ

結果リストから、いずれかのアクティビティを育成プランに追加できます。

拡張検索オプションを使用したアクティビティの検索

拡張検索を使用すると、指定したコンテキスト値に基づいてアクティビティを検索できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの検索...」を選択して、会社の育成ライブラリ内で既存の

アクティビティを検索します。

2. 「育成アクティビティ検索」ページで、「拡張検索」をクリックします。

3. 「拡張検索」ウィンドウで、検索するフィールドを選択します。

ウィンドウには、以前の検索の値が保持されているため、「リセット」をクリックしてすべての基準を削除することをお

薦めします。「カスタマイズ」をクリックすると、使用する検索基準を選択できます。

フィールドのタイプに応じて、2種類の選択方法があります。

• 事前定義値のドロップダウン・リストからの選択

• をクリックしてアクセスする、対応するセレクタ・ウィンドウでの選択

フィールド「名前」のみが例外で、これはキーワード検索と同様に機能します。

4. 特定のコンテキストが定義されていないアクティビティを検索結果に含める場合は、「コンテキスト依存でないアク

ティビティの表示」を選択します。

このオプションを選択している場合は、いくつかのフィールドの指定した値に従って、検索結果には、指定した値を

含むアクティビティと、値が指定されていないアクティビティが表示されます。

たとえば、このオプションを選択していて、「場所」フィールドでNew Yorkを選択した場合、結果のアクティビティ

は、指定した場所コンテキストとしてNew Yorkを含んでいるか、または場所コンテキストに値がありません。

5. 「検索」をクリックします。

結果

検索基準に対応するアクティビティが表示されます。

次ステップ

結果リストから、検索したアクティビティのいずれかを育成プランに追加できます。
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ベスト・フィット・アクティビティ内のアクティビティの検索

ベスト・フィット・アクティビティ内のアクティビティの検索を使用すると、検索を実行している従業員と同じ組織、場所、ジョ

ブ・フィールド、ジョブ・ロール、ジョブ・レベルおよびコンピテンシを提示するアクティビティを検索できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの検索...」を選択して、会社の育成ライブラリ内で既存の

アクティビティを検索します。

2. 「アクティビティ収集」パネルで、「ベスト・フィット・アクティビティ」をクリックします。

結果

ユーザーのコンピテンシと最も一致するアクティビティが表示されます。

次ステップ

結果リストから、検索したアクティビティのいずれかを育成プランに追加できます。

上位レート付けアクティビティ内のアクティビティの検索

上位レート付けアクティビティ内のアクティビティの検索を使用すると、他のユーザーがレート付けしたアクティビティで、5個

の星から0まで降順にリストされる、最高レーティングを示すアクティビティを検索できます。

前提条件

この検索オプションは次のとおりです。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの検索...」を選択して、会社の育成ライブラリ内で既存の

アクティビティを検索します。

2. 「アクティビティ収集」パネルで、「上位レート付けアクティビティ」をクリックします。

結果

検索基準に対応するアクティビティが表示されます。

次ステップ

結果リストから、検索したアクティビティのいずれかを育成プランに追加できます。
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共有されているアクティビティ内のアクティビティの検索

共有されているアクティビティ内のアクティビティの検索を使用すると、現在のユーザーは、他のユーザーが作成し、自分と

共有されているカスタムおよび非公開のアクティビティを表示できます。現在のユーザーが自分の育成プランを表示してい

る場合、これらのアクティビティは自分と明確に共有されているアクティビティです。現在のユーザーがマネージャであり、別

のユーザーの育成プランを表示している場合、これらのアクティビティは、プランを表示中の個人とではなく、自分と共有さ

れているアクティビティです。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの検索...」を選択して、会社の育成ライブラリ内で既存の

アクティビティを検索します。

2. 「アクティビティ収集」パネルで、「共有されているアクティビティ」をクリックします。

結果

検索基準に対応するアクティビティが表示されます。

次ステップ

結果リストから、検索したアクティビティのいずれかを育成プランに追加できます。

従業員に共有されているアクティビティ内のアクティビティの検索

従業員に共有されているアクティビティ内のアクティビティの検索を使用すると、現在のユーザーは、他のユーザーが作成

し、プランを表示中の従業員と共有されているカスタムおよび非公開のアクティビティを表示できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの検索...」を選択して、会社の育成ライブラリ内で既存の

アクティビティを検索します。

2. 「アクティビティ収集」パネルで、「従業員に共有されているアクティビティ」をクリックします。

結果

検索基準に対応するアクティビティが表示されます。

次ステップ

結果リストから、検索したアクティビティのいずれかを育成プランに追加できます。
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育成アクティビティの使用

育成アクティビティ

育成アクティビティとは、従業員の現在のジョブで実行するための能力、および将来のロールを実行するためのポテンシャ

ルの向上に役立つあらゆるアクティビティのことです。

育成アクティビティには様々な形式があります。

• 会社が定義するアクティビティは、公開とみなされ、育成ライブラリから使用可能になります。

• 従業員自身が作成するカスタム・アクティビティは、非公開とみなされ、共有した場合のみ他の従業員が使用可能

になります。

育成アクティビティは、育成ライブラリ内の事前定義の公開アクティビティを検索するか、または新しいカスタムの非公開ア

クティビティを作成することによって、従業員の育成プランに従業員自身が追加するか、従業員のマネージャによって割り

当てられます。

アクティビティを育成プランに追加するとき、ユーザーは、アクティビティに関する様々な情報の提供、アクティビティの目的

を示すための特定のコンテキスト（目標、レビュー項目、コンピテンシ、スキル、さらにジョブ・ロールなど）へのアクティビティ

のリンク、進捗の測定方法の指定およびアクティビティのアーカイブができます。

育成アクティビティに関する詳細は、育成プラン自体から参照するか、アプリケーションの複数のコンテキストを介してアク

セスできるミニ・プランから参照できます。育成アクティビティ詳細ページには、アクティビティのタイプに基づいて、アクティビ

ティの名前、摘要、ステータスおよび日付が表示され、アクティビティにリンクされている項目がリストされ、指標情報やそ

の他のアクティビティ情報が表示されます。

育成プランには期間の制限がなく、任意の期間にわたるアクティビティを含めることができるため、従業員は完了した育

成アクティビティ、またはアクティブな育成プラン・ビューに表示しないようにする育成アクティビティをアーカイブできます。

アーカイブした育成アクティビティは、「アーカイブされた育成アクティビティ」ビューを使用していつでもアクセスできます。

サードパーティの育成アクティビティ・プロバイダ・サポート

Taleoでは、顧客が各実装で強力かつ包括的な育成アクティビティ・ライブラリを実現できるように、サードパーティのプロ

バイダ・サポートを追加することによって柔軟性を高めています。

この機能によって、Taleoは育成プラン・プロバイダとパートナを組み、さらに広範囲の育成アクティビティをTaleo顧客に

提供できます。

サードパーティの育成アクティビティ・ライブラリがシステムに関連付けられると、Taleoカスタマ・サポートが構成モジュール

でそれを使用可能にできます。使用可能にすると、システム管理者は、ライブラリ内の個々の育成アクティビティを表示ま

たは非表示に構成できます。管理者は、特定のシステムに対するカスタムの育成カテゴリとアクティビティを作成および削

除できますが、サードパーティ・ベンダーが提供した育成カテゴリとアクティビティで実行できるのは、使用可能、使用不可

および編集のみです。

従業員は、独自の内部育成アクティビティと外部プロバイダからの育成アクティビティを同じシステムで使用できます。ユー

ザーがアクティビティを検索する場合は、プロバイダ列がアクティビティ・リストに含まれているため、育成アクティビティのソー

スをすばやく識別できます。
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育成アクティビティに関する詳細の表示

育成アクティビティに関する詳細の表示を使用すると、アクティビティの仕様（開始日と終了日、ステータス、リンクされて

いる項目）、アクティビティの進捗およびすべての関連イベント履歴など、アクティビティに対して提供されているすべての情

報を表示できます。このような情報は、育成プランの一部であるアクティビティまたはアーカイブされたアクティビティに関し

て表示できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

「育成プラン」の「アクティビティ」タブから、表示するアクティビティをクリックします。

結果

育成アクティビティ詳細が表示され、アクティビティに関して提供されたすべての情報が示されます。

次ステップ

左のボタンをクリックすると「アクティビティ」タブ に戻ることができ、矢印をクリックすると、育成プラン内

の他のアクティビティを表示できます。

コンテキスト依存の育成アクティビティ

育成アクティビティは育成プランに常にリストされていますが、他のモジュールに作成したり、他のモジュールと関連付ける

ことができます。

アクティビティを特定のコンテキストにリンクすると、アクティビティをタレント・プロファイル・コンピテンシ、目標プラン、キャリ

ア・プランおよびパフォーマンス・レビューと関連付けることができます。コンテキストは、モジュール内にアクティビティを作成

するとき、または後で育成プラン・モジュールを介してリンクするときに確立されます。

デフォルトで、モジュール内にアクティビティを作成すると、アクティビティはそのモジュールにリンクされます。ただし、「育成ア

クティビティの作成」ダイアログで、育成アクティビティ・リストの「リンク」アクション・メニュー・オプションを使用して、作成プロ

セス時のステップの1つとしてコンテキストを変更できます。

育成プラン外の育成アクティビティの作成

前提条件

対応するマネージャ・センター・モジュールも使用できます。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のプロファイル > 「コンピテンシ」 > 「育成アクティビティ」

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のキャリア・プラン > ステップ1以降

ステップ

1. 「アクティビティの作成」をクリックします。

2. 必要な値を入力して「次」をクリックします。
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3. 「OK」をクリックしてデフォルトのアクティビティ・リンクを受け入れるか、またはカスタマイズするために次のステップに

進みます。

4. 使用可能なカスタムおよびシステム・コンテキストから選択して、リストに追加します。

各アクティビティに複数のコンテキスト・タイプを関連付けることができます。

5. 「OK」をクリックします。

結果

育成アクティビティが、選択した項目にリンクされ、ユーザーの育成プランに追加されます。

非公開アクティビティの作成

アクティビティの作成の目的は、育成ライブラリから以外のアクティビティであるカスタムおよび非公開のアクティビティを、従

業員の育成プランに追加することです。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「育成プラン」ページで、 をクリックし、「アクティビティの作成...」を選択して、自分用の新しいカスタムおよび非

公開のアクティビティを作成します。

2. 「育成アクティビティの作成」ウィンドウで、アクティビティの名前と摘要、および必要なその他の情報を入力しま

す。

「名前」フィールドは200文字、「摘要」フィールドは1000文字に制限されています。

3. カスタム・カテゴリが定義されている場合は、アクティビティにカテゴリを割り当てるオプションが表示されます。

4. 「次」をクリックします。

5. 最初にコンテキストを選択し、次に使用可能な項目のリストで特定の関連項目を選択して、アクティビティをリン

クする項目を選択します。

複数の項目を追加できますが、各項目を選択して、1つずつ追加する必要があることに注意してください。

カスタム・コンテキストを選択した場合は、「カスタム・コンテキストの作成」をクリックすると、新しいコンテキストをこ

のウィンドウから直接追加できます。

6. をクリックして、選択項目を選択済項目のリストに追加します。

7. 「OK」をクリックします。

結果

新しく作成したアクティビティが育成プランに追加されます。

次ステップ

アクティビティに関する追加情報を指定する場合は、アクティビティを選択してその詳細を表示し、育成アクティビティ

詳細ページで必要に応じて変更を加えます。
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特定のコンテキストへの既存アクティビティのリンク

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、「作成」をクリックしてプランを作成して開始します。

ステップ

1. 「アクティビティ」タブから、 をクリックし、必要なアクティビティに対する「リンク...」をクリックします。

2. 「育成アクティビティの関連付け」ウィンドウで、最初にコンテキストを選択し、次に使用可能な項目のリストで特

定の関連項目を選択して、アクティビティをリンクする項目を選択します。

使用可能なジョブ・ロールは、従業員のキャリア・プランに追加された別のジョブ・ロールの数に依存します。

複数の項目を追加できますが、各項目を1つずつ選択して追加する必要があります。

カスタム・コンテキストを選択した場合は、「カスタム・コンテキストの作成」をクリックすると、新しいコンテキストをこ

のウィンドウから直接追加できます。

3. をクリックして、選択項目を選択済項目のリストに追加します。

4. 「OK」をクリックします。

結果

アクティビティが選択した項目にリンクされます。リンクしたアクティビティは、「育成プラン」ページでコンテキストごとに表

示できます。

アクティビティのアーカイブ

育成アクティビティのアーカイブの目的は、アクティビティを完全に削除せずに育成プランから削除して、他のユーザーへの

推薦または共有、あるいはアクティビティの完了後の詳細の表示など、ユーザーが将来の参照用に保持できるようにす

ることです。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

ステップ

1. 「アクティビティ」タブから、アーカイブするアクティビティをクリックします。

2. 「他のアクション」から、「アーカイブ...」を選択します。 .
3. 「育成アクティビティをアーカイブ」ウィンドウで、アクティビティにレートおよびコメントを付けて、「終了」をクリックしま

す。

• Taleo学習管理アクティビティに対しては、レート付け、共有またはコメントの追加はできないことに注意してく

ださい。

結果

アクティビティがアクティブな育成プランに対して削除され、「アーカイブされたアクティビティ」タブを介して使用可能にな

ります。
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次ステップ

アーカイブしたアクティビティは、そのアクティビティをユーザーが作成したか、育成ライブラリから取得したかによって推薦

または共有できますが、育成プランに再度挿入することはできません。一度アーカイブすると、アーカイブ解除すること

はできません。

アクティビティの共有

アクティビティを共有すると、自分で作成したカスタム・アクティビティを別のユーザーと共有できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

カスタム・アクティビティを共有するには、最初にアーカイブする必要があります。

ステップ

1. アクティビティがアーカイブされていない場合は、「アクティビティ」タブからそのアクティビティをクリックします。

a) 「他のアクション」 >「アーカイブ...」の順に選択します。

b) 「育成アクティビティをアーカイブ」ウィンドウで、「次」を選択することによって、アーカイブ・プロセスの一部として

仲間の従業員とアクティビティを共有することを選択します。

c) アクティビティを共有する従業員を選択し、「終了」をクリックします。

2. アクティビティがアーカイブされている場合は、「アーカイブされたアクティビティ」タブを選択し、そのアクティビティをク

リックします。

3. 育成アクティビティ詳細ページで、「共有」をクリックします。

4. 「育成アクティビティを共有」で、最初にソースを選択し、次に使用可能な従業員のリストで従業員を選択して、

アクティビティを共有する従業員を選択します。

複数の従業員を追加できますが、各従業員を選択して、1人ずつ追加する必要があることに注意してください。

5. をクリックして、選択項目を選択済項目のリストに追加します。

6. 「終了」をクリックします。

次ステップ

Taleo学習管理アクティビティは共有できないことに注意してください。

アクティビティの推薦

アクティビティの推薦を使用すると、アクティビティが自分の現在の育成プランの一部であるか、アーカイブ済か、または単

にアクティビティ検索操作の結果リスト内にあるかに関係なく、育成ライブラリから取得したアーカイブを別のユーザーに提

案できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

推薦できるのは、育成ライブラリに含まれているアクティビティのみです。



育成プラン · 240

ステップ

1. 「アクティビティ」または「アーカイブされたアクティビティ」タブから、アクティビティをクリックし、次に「他のアクション」 >
「推薦...」の順に選択します。

「育成アクティビティ検索」結果リストから、アクティビティに対して および「推薦...」を選択することもできます。

2. 「育成アクティビティを推薦」ウィンドウで、最初にソースを選択し、次に使用可能なリストで従業員を選択して、

アクティビティを推薦する従業員を選択します。

3. をクリックして、選択項目を選択済項目のリストに追加します。

4. コメントを追加して、「終了」をクリックします。

同じアクティビティを同じ従業員に推薦できるのは1回のみであるため、ある従業員が推薦対象の従業員にアク

ティビティを推薦できない場合は、理由を説明するメッセージが表示されます。

結果

アクティビティが選択した従業員に推薦され、選択した各従業員の「推薦」に表示され、その従業員は、推薦を受け

入れるか辞退するか選択します。

育成アクティビティのコメント

従業員の育成アクティビティに対してコメントを作成、編集および削除できます。

コメントは、ライン・マネージャおよび従業員が育成アクティビティに残すことができます。コメントは、アクティビティにアクセス

できるユーザーは誰でも表示可能です。ただし、コメントに対して実行できるアクションはその所有者に依存します。編集

または削除できるのは、コメントの所有者のみです。

育成アクティビティに対するコメント

前提条件

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

ステップ

1. 「アクティビティ」タブからアクティビティをクリックします。

2. 「コメント」セクションで「追加」をクリックし、テキストを入力します。

3. 「完了」をクリックし、次に をクリックします。

推薦されたアクティビティの表示

推薦されたアクティビティの表示を使用すると、育成ライブラリのアクティビティの中で、他のユーザーが自分に推薦したア

クティビティ（自分のプランを表示している場合）またはプランを表示中の従業員に推薦したアクティビティをすべて表示で

きます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン



241 · Oracle Taleo Performance Cloud Service   ユーザー・ガイド

育成プランがまだ作成されていない場合は、左側のペインの「メニュー」ボックスを表示できず、「作成」をクリックしてプ

ランを作成して開始する必要があります。

ステップ

1. 左側のペインから「推薦」を選択します。

従業員に対して推薦されたすべてのアクティビティがリストされ、アクティビティに関する情報、およびアクティビティを

推薦した個人からのレーティングおよびコメントが表示されます。

2. 「受入」をクリックして育成プランにアクティビティを追加することを選択するか、「辞退」を選択して、推薦からアク

ティビティを削除できます。

次ステップ

推薦されたアクティビティは、受け入れるか辞退することができます。

アーカイブされたアクティビティの表示

アーカイブされたアクティビティの表示を使用すると、後で使用できるようにアーカイブに配置するために、アクティブな育成

プランに対して削除されたすべてのアクティビティを表示できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

育成プランがまだ作成されていない場合は、左側のペインの「メニュー」ボックスを表示できず、「作成」をクリックしてプ

ランを作成して開始する必要があります。

ステップ

「アーカイブされたアクティビティ」タブからアクティビティをクリックします。

次ステップ

アーカイブしたアクティビティは、ユーザー権限、およびそのアクティビティをユーザーが作成したか育成ライブラリから取

得したかによって、推薦、割当および共有できます。アクティビティを育成プランに再度挿入することはできません。

アクティビティのレート付け

アクティビティのレート付けは、完了したアクティビティの自分の評価を示すことができ、アーカイブ・プロセスの一部として実

行されます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

ステップ

1. 「アクティビティ」タブで、アーカイブおよびレート付けするアクティビティをクリックします。

2. 「他のアクション」 >「アーカイブ...」の順に選択します。

3. 「育成アクティビティをアーカイブ」ウィンドウで、星を使用してアクティビティをレート付けし、コメントを提供します。

4. 「終了」をクリックします。
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結果

アクティビティが、そのレーティングとコメントとともにアーカイブされます。

次ステップ

アーカイブしたアクティビティは、そのアクティビティをユーザーが作成したか育成ライブラリから取得したかによって推薦ま

たは共有できますが、育成プランに再度挿入することはできません。

Taleo学習管理アクティビティはレート付けできないことに注意してください。

直属の部下へのアクティビティの割当

アクティビティの割当を使用すると、マネージャは、一度に1人以上の直属の部下の育成プランにアクティビティをすばやく

追加でき、そのアクティビティが自分の育成プランにあるか、直属の部下の育成プランにあるかは関係ありません。

前提条件

アクティビティ割当機能は、対応する権限がユーザー・タイプに含まれているユーザーのみが使用できます。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の育成プラン

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]育成プラン

ステップ

1. 「アクティビティ」タブから、他の従業員に割り当てるアクティビティを選択します。

アクティビティ・リンクをクリックするのではなく、アクティビティを選択して強調表示する必要があります。

2. をクリックして、「アクティビティの割当」ウィンドウで、選択したアクティビティを割り当てる直属の部下をその名

前の横にチェックを付けて選択します。

アクティビティを割り当てることができる直属の部下は一度に10人までであるため、さらに多くの直属の部下にアク

ティビティを割り当てる場合は、割当プロセスを繰り返す必要がある場合があります。

3. 「OK」をクリックします。

アクティビティは、従業員の育成プランにそのアクティビティがすでに含まれている場合、またはプランが承認中の場

合は割り当てることができないことに注意してください。選択した従業員の育成プランがまだ作成されていないか、

すでに承認されている場合もアクティビティが割当可能ではない場合があり、これは両方とも育成プラン・テンプ

レートで定義した割当設定に依存します。

結果

アクティビティが正常に割り当てられると、選択した従業員の育成プランに、割り当てたアクティビティが表示されます。

アクティビティを割り当てることができなかった場合は、処理されなかった従業員とその理由が表示されます。
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メンタリングの使用

メンタリング

育成プランの一部であるメンタリング機能では、正式なメンターまたは育成コーチの関係をシステムに作成できます。

メンタリング・プログラムは組織の知識を保存する優れた方法であるため、多くの組織になんらかの形式のメンタリング・プ

ログラムが用意されています。

メンタリング関係が確立されている場合は、適切なメンタリング設定の構成時に、メンタリング対象者のキャリアまたは育

成プランなど、メンタリング対象者に関する情報を表示する特別なアクセス権がメンターに付与されます。このアクセス権

によって、メンターとメンタリング対象者の間の対話が容易になり、これは、フィードバック追跡会議、ディスカッション、フォ

ローアップおよび両者が交わす意味のある言葉という形で把握できます。

例:

Juliaが、現在のマーケティングのジョブ機能から販売の新しいジョブ機能への移動を希望しているとします。彼女のマ

ネージャは、現在のロールにおいて彼女を指導する論理的な選択肢ですが、機能間のジョブ変更を行うために指導

するには必ずしも最適な個人ではありません。したがって、彼女は、自分のキャリア目標の達成の促進に適したメン

ターから利益を得ることができます。彼女のマネージャは、適切なメンターを彼女に割り当てることができます。

メンターの割当

メンターは、マネージャが自分の部下の1人に対してメンターを要求した場合に割り当てられ、選択したメンターとメンタリ

ング対象者の間のメンタリング関係が自動的に確立されます。

前提条件

メンタリング機能が使用可能であり、関連するユーザー・タイプ権限が付与されている必要があります。

「パフォーマンス」 > [マネージャ・センター]組織図

ステップ

1. メンターを割り当てる従業員を検索し、従業員のパフォーマンス・カードの をクリックして「メンタリングの要

求...」を選択します。

2. 「メンタリングの要求」ウィンドウで、連絡先カテゴリの をクリックして適切なカテゴリを選択し、次にメンターとして

割り当てる従業員を選択します。

3. コメントが必須であるため指定します。

4. 「送信」をクリックして、選択したメンターに要求を送信します。

結果

選択したメンターにメンター要求が送信され、メンタリング対象者がメンターの「メンタリング・センター」に追加されま

す。

メンタリング・センターへのアクセス

メンタリング・センターにアクセスする目的は、従業員のメンタリング関係をすべて表示し、これらの関係を保守することで

す。
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前提条件

メンタリング機能が使用可能であり、関連するユーザー・タイプ権限が付与されている必要があります。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のメンタリング・センター

ステップ

「メンタリング・センター」ページにアクセスすると、自分に割り当てられたすべてのメンタリング対象者を確認できま

す。

次ステップ

関係を保守してメンタリング対象者にフィードバックを送信するか、またはメンタリング関係を解除できます。

メンタリング対象者に対する記述

メンタリング対象者に対する記述を使用すると、メンターは、自分のメンタリング対象者に育成プラン・アクティビティに関

するフィードバックを送信できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のメンタリング・センター

ステップ

1. 「メンタリング・センター」ページで、記述対象のメンタリング対象者を検索します。

2. 情報ボックスで、「フィードバックの送信」をクリックします。

3. 「フィードバックを提供」ダイアログで、テキスト・ボックスにフィードバックを入力し、必要に応じてテキストを書式設

定します。

テキスト入力領域には、最大6,000文字を入力できます。カウンタには、残りの文字数または制限を超過した文

字数が表示されます。制限に達した後も入力や編集を続行できますが、文字数が制限を超過している場合は

保存できません。

4. オプション。必要に応じて、「承認」セクションで承認者を選択できます。

5. 入力が完了した後は、「送信」をクリックします。

結果

メンタリング対象者またはメンタリング対象者のマネージャ（あるいはその両者）が、その「フィードバック・ジャーナ

ル」に「一般」という件名のメッセージを受信します。

メンターが提供したフィードバックの読取り

メンターがメンタリング対象者に提供したすべてのフィードバック・コメントは、メンタリング対象者が自分のジャーナルから

読み取ることができ、任意のフィードバックとして扱われます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]フィードバック・ジャーナル

ステップ

1. 「フィードバック」ページで、結果リストの上部にある「受信」タブを選択します。

結果リストには、自分について受信したフィードバック（依頼または任意）、自分に関する（自分または他の誰か

が要求した）ペンディング中のフィードバックの要求、および自分に関する（自分または他の誰かが要求した）承認

待ちのフィードバックの要求が表示されます。
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2. 特定のメンターが送信したフィールドのみを参照するには、「オブジェクト情報」フィルタでこの個人の名前を選択

できます。フィードバックを列「件名」でソートし、すべての「一般」フィードバックを検索して読み取ることもできま

す。

メンタリング関係の終了

確立したメンタリング関係は、メンターがいつでも終了できます。

前提条件

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分のメンタリング・センター

ステップ

1. 「メンタリング・センター」ページで、メンタリング関係を終了するメンタリング対象者を検索します。

2. 情報ボックスで、 をクリックして、「メンタリング・センター」からメンタリング対象者を削除します。

結果

メンタリング対象者が「メンタリング・センター」から自動的に削除され、メンタリング関係が終了します。
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学習管理システムの使用

学習管理統合

Taleo学習管理およびTaleo育成は、学習管理および育成アクティビティの単一ビューをユーザーに提供するために統

一されています。これによって、両製品の強みが結合されて、学習管理と育成全体のソリューションがユーザーに提供さ

れます。

この機能は、Taleoパフォーマンス12A.5では販売デモンストレーションの目的でのみ使用できました。現在

は、12Bで通常使用可能になっています。

Taleo育成とTaleo学習管理を統合すると、特定の従業員の育成プランを移入するための方法が複数提供されます。

• Taleo学習管理の管理者は、従業員に対して、そのジョブ、部門または場所などの基準に基づいて、従業員に学

習アクティビティを割り当てることができます。

• 従業員は、学習管理項目のカタログを検索して、育成アクティビティに自己登録することによって、専門的な育成プ

ロセスにアクティブに参加できます。

• 従業員は、勤務中学習、メンターシップ、およびその他のアドホック・ベースの会社イニシアチブなど、カスタム・アクティ

ビティを作成できます。

Taleo学習管理では、複数のタイプの学習管理項目、これらの学習管理項目に対する承認と登録がサポートされま

す。この結果、他のユーザーの育成プランに追加できる育成アクティビティのタイプに対して、使用可能なオプションが増

えます。

学習管理項目は、独立した育成アクティビティとして追加でき、カスタム・コンテキストに追加できます。登録または承認

を必要とする項目を追加でき、その処理はTaleo学習センター内で実行されます。

学習管理項目が従業員の育成プランに追加されると、その詳細は、Taleoパフォーマンスで育成アクティビティとして保

存されます。この結果、学習管理項目の詳細がレポートにおよび印刷時に含まれます。学習管理項目が学習センター

で更新されると、この更新はTaleoパフォーマンスに中継されるため、育成プランのデータには、学習管理項目の現在の

状態が正確に反映されます。

学習管理項目を育成プランに追加した後は、学習管理項目の進捗または詳細に影響を与えるアクションまたは更新

は学習センター内で発生します。これには、承認と登録、および完了ステータスとスコアの更新などのアクションが含まれ

ます。育成プラン内で、学習管理項目へのコメント付け、コンテキストへのリンクおよびその履歴の表示ができます。

学習管理項目が完了すると、アーカイブが可能になります。Taleo学習管理アクティビティに対しては、そのアーカイブ時

に、共有、レート付けまたは追加コメントの入力はできません。レート付けおよび共有は、Taleo学習管理内で実行さ

れます。

Taleo学習管理の詳細は、オンライン・ヘルプを参照してください。

Taleo学習管理項目の使用

Taleo学習管理項目は、講義形式のトレーニング（ILT）セッション、仮想講義形式のトレーニング（VILT）セッション、オ

ンライン・E-ラーニング・コース、コース登録などで構成できます。

Taleoパフォーマンスでこれらの項目を処理する場合は、これらの検索および表示、育成プランへの追加、その後の項目

の変更または進捗のレビュー、およびアーカイブを実行できます。

http://help.learn.com
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• 育成プランへの学習管理項目の追加

• 学習管理項目の表示

• 学習管理項目のアーカイブ

学習管理項目の追加

システムで育成アクティビティ・ライブラリとしてTaleo学習管理を使用している場合は、育成アクティビティとして学習管

理項目を選択できます。

追加する学習管理項目を検索する際、カテゴリとキーワードでフィルタ処理できます。キーワードでは、学習管理項目

の名前および摘要が検索されます。カテゴリは、関連項目を保持するフォルダと考えることができます。カテゴリは、登

録、ILTセッション、クラス、割当、アセスメント関連項目、スキルおよびジョブ・プロファイルなど、様々なTaleo学習管理

項目の管理に役立ちます。

学習管理項目は、育成プラン、目標プラン、パフォーマンス・レビュー、キャリア・プランおよびタレント・プロファイルから追

加できます。

Taleo学習管理項目を追加するには

前提条件

育成プランが存在している必要があります。

[クイック・リンク]自分の育成プラン

ステップ

1. をクリックし、「アクティビティの検索」を選択します。

デフォルトで、「育成アクティビティ検索」リストにライブラリ内のすべての学習管理項目が表示されます。

2. 検索基準を入力し、カテゴリを選択して「検索」をクリックします。

使用可能なカテゴリは現在の実装に依存します。

3. 項目にマウスのポインタを重ねて をクリックし、追加する項目に対する「詳細の表示」を選択します。

4. 項目をレビューし、「プランに追加」をクリックします。

5. 「育成アクティビティの関連付け」ウィンドウで、アクティビティのコンテキストを選択します。

Options Description

コンピテンシ タレント・プロファイルにあるコンピテンシがリストされま

す。

従業員目標 未開始または進行中のすべての目標がリストされま

す。

ジョブ・ロール キャリア・プランの各シナリオに対するジョブ・ロールがリ

ストされます。

レビュー項目 パフォーマンス・レビューとともに含まれているすべての

レビュー項目がリストされます。

カスタム・コンテキスト ユーザーが作成するこれらの値を使用すると、組織

に対して意味のある方法で育成アクティビティをグ

ループ化できます。

複数の項目をリンクできますが、各項目を一度に1つずつ選択して追加する必要があります。
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6. 「OK」をクリックします。

結果

項目がアクティビティとして育成プランに追加されます。

学習管理項目の完了

育成アクティビティ内から「このアクティビティの開始」リンクを使用すると、学習管理項目にアクセスして、その完了作業を

実行できます。

開始すると、アクティビティが新しいウィンドウに表示されます。このウィンドウから実行できる処理は、学習管理項目のタ

イプに依存します。たとえば、Webベースのコースの場合は、そのウィンドウ内から直接完了できますが、ディレクタ主導

教室のコースの場合、更新できるのは自分の進捗のみの場合があります。タイプに関係なく、学習管理項目が完了す

ると、それに応じてTaleoパフォーマンスで進捗が更新されます。

アクティビティを開始するには

前提条件

育成プランが存在している必要があります。

[クイック・リンク]自分の育成プラン

ステップ

1. 育成アクティビティ名を選択します。

2. 「このアクティビティの開始」をクリックします。

新しいブラウザ・ウィンドウがオープンしてアクティビティが表示されます。

3. 必要に応じてアクティビティを処理し、ウィンドウをクローズします。

「進捗」が更新され、アクティビティの完了率が示されます。これらの完了方法は、そのタイプに依存します。

4. 追加情報を追加する必要がある場合は、「コメント」セクションで「追加」をクリックします。

このコメントはTaleoパフォーマンスの学習管理項目に追加され、Taleo学習管理の項目には関連付けられませ

ん。

5. をクリックします。

結果

アクティビティのすべてのコンポーネントが完了すると、「ステータス」が「完了」になります。

学習管理項目の表示

学習管理項目を表示すると、育成プランに追加する前に項目をプレビューしたり、すでに育成プランの一部である項目

に対する変更をレビューできます。

フィールドが学習管理項目で使用されない場合は、「N/A」が表示されます。空のフィールドがある場合は、使用する可

能性があるが、現在は値がないことを意味します。

従業員のレビューを参照する場合は、Taleo学習センターで学習管理項目に対して入力したレビューのみが使用でき

ます。

学習管理項目を表示するには

前提条件

育成プランが存在している必要があります。
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[クイック・リンク]自分の育成プラン

[クイック・リンク]自分の育成プラン > 「育成アクティビティの検索結果」

ステップ

1. 項目にマウスのポインタを重ねて をクリックし、「詳細の表示」を選択します。

項目の最新情報が表示されます。

2. このイベントのプレビューをクリックすると、新しいウィンドウがオープンし、アクティビティを構成するコンポーネントの

追加の詳細をプレビューできます。

これは、項目によっては使用できない場合があります。E-ラーニング・コースは、そのコースの完了に対するカウント

に入れずにプレビューできます。

3. 「従業員のレビュー」セクションの「ソート」を使用して、項目に対する学習センター・ユーザーからのレビューをフィル

タ処理します。

次ステップ

をクリックして育成アクティビティに戻るか、または検索中に項目を表示している場合は、「プランに追加」をクリック

します。

学習管理項目のアーカイブ

学習管理項目に基づいた育成アクティビティはアーカイブできますが、標準アクティビティと多少異なる点があります。

学習管理項目をアーカイブすると、Taleoパフォーマンスの育成アクティビティのリストを現在のアクティビティに容易に制

限できます。これは、Taleo学習センターの項目には影響を与えません。カスタム・アクティビティとは異なり、Taleo学習

管理アクティビティに対しては、そのアーカイブ時に、共有、レート付けまたは追加コメントの入力はできません。

アーカイブされた学習管理項目を更新または変更すると、アーカイブ解除され、「アクティビティ」リストに戻されます。これ

には、繰返し項目が繰返し日に達した場合、摘要の変更または項目の内容を変更するその他の処理などの変更が含

まれます。

学習管理システムとの統合

Taleo接続クライアントを介して、顧客はデータを従業員育成プランにインポートおよびデータをエクスポートできます。さ

らに重要なことは、育成アクティビティを外部システムと同期できることです。

Taleoでは、Taleo接続クライアント（TCC）を介して、育成プランおよび育成目標のエンティティに対するインポートおよ

びエクスポート・サービスが提供されます。

育成アクティビティもTaleo接続クライアントを使用してコンテキスト依存にできます。以前は、コースとその他の項目

はTCCを使用して育成ライブラリにロードされていました。しかし、クライアント顧客がそのコースをコンピテンシ、OLFまた

はジョブ・レベルに結合しようとした場合は、Taleoパフォーマンス管理で実行する必要がありました。現在では、この関連

付けはTaleo接続クライアントを介して実行できます。

たとえば、クライアントでLMSを使用してコースを追跡および管理するとします。従業員のコースは、LMS上のプランにあ

ります。そのコースをTaleoの育成プランでも追跡することを希望する場合があります。新しいTCC機能では、顧客は、

外部LMSのアクティビティをTaleoで従業員の育成プランのコースにマップする統合を作成できるため、ステータスや進捗

などのフィールドを同期できます。このプロセスを使用すると、従業員は両方のシステムでのコース情報の更新に注意す

る必要はありません。

これらの統合サービスを使用すると、次のアクションを実行できます。
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• 多数の異なるフィールドを移入することによって、TCCを使用して従業員の育成プランに育成アクティビティを作成で

きます。

• TCCを使用して、従業員の育成アクティビティのコンテンツ（従業員ID、育成アクティビティ名、摘要、開始日と終了

日、ステータス、進捗など）を育成プランからエクスポートできます。

• TCCを介して育成アクティビティのフィールド（ステータス、進捗、摘要など）を更新できます。

サード・パーティのトレーニング・コースへのアクセス

前提条件

Taleoパフォーマンス・システムは、サード・パーティの学習管理システム（LMS）と統合する必要があります。

必要な育成プランおよび学習ユーザー・タイプ権限がある必要があります。

「パフォーマンス」 > [クイック・リンク]自分の学習

ステップ

プロバイダ名をクリックします。

結果

新しいウィンドウが表示され、学習環境が示されます。パスワードが必要な場合は、Taleoパスワードです。
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タレント・プールの使用

組織では、タレント・プールを使用して分析および補正用に従業員と候補者のプールを指定できます。タレント・プール

は、組織のHRチームと後任プランやワークフォース・プランニングなどの機能の関係者とのコラボレーションを容易にしま

す。

タレント・プールでは、後任プランのスコープを、対象となるモジュールの外部でパフォーマンス・マトリックスを独立して使用

することで増大できます。タレント・プールにジョブ・ロールを関連付けることで、組織では、社内の特定のポジションではな

く複数のポジションに対して後任者の役割を果たす可能性がある従業員のプールを作成して育成できます。

このためには、次の作業が必要です。

• タレント・プールの定義

• タレント・プールの移入

• タレント・プールのフィルタ処理

• マトリックスを使用したメンバーの評価

• チャートを使用したメンバーの評価

• プール・メンバーに対する育成アクティビティの割当

タレント・プールの定義

タレント・プールは、使用を開始する前に定義する必要があります。これには、タレント・プールの作成、タレント・プールお

よびそのタレント・プールを後任プランに使用できるインスタンスへの、コンテキストを指定した協力ユーザーの割当が含ま

れます。

主要なコンポーネントは次のとおりです。

• 所有者（デフォルトではプールを作成する個人）。プールの所有者は、名前、摘要、所有者およびコンテキストを編

集できる唯一のユーザーです。協力者を追加できるのは、所有者のみです。

• プール・コンテキストは、その目的を示します。ポジションの選択は、特定の従業員に属している特定ポジションに対

する後任プランに、プールが使用できることを意味します。後任プランにはジョブ・ロールも使用できますが、スコープを

所定のレベルまで増大すると複数のポジションをターゲットにすることができます。これは、重複したリソースを使用した

冗長プールの作成回避に役立ちます。何も選択しない場合、プールは後任プラン以外の目的に使用できます。

• 協力者はプールを使用して作業するユーザーです。協力者はプール・メンバーを追加し、異なるマトリックス・セルに

移動してメンバーをランク付けし、育成アクティビティを割り当てることができます。協力者には、プール・メンバーの詳

細にアクセスするためのユーザー権限が必要です。

 タレント・プールを定義するには

前提条件

[クイック・リンク]タレント・プール

ステップ

1. をクリックして、「新規タレント・プール」ウィンドウを表示します。

2. 必須名および簡単な摘要を入力します。

3. 必要な場合は、セレクタ・ウィンドウを使用して所有者およびプール・コンテキストを選択します。

プール・コンテキストは、最初は「なし」のままにし、後で、「ジョブ・ロール」または「ポジション」に変更できます。
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4. 「次」をクリックして、「ユーザー」リスト・ページを表示します。

5. をクリックして、アクセス権がありタレント・プールに協力できるユーザーを選択し、「選択」をクリックします。

6. 「OK」をクリックしてタレント・プールを保存し、「メンバー」タブを表示します。

次ステップ

メンバーをタレント・プールに追加できるようになりました。

タレント・プールのコメント・サポート

ユーザーは、タレント・プール・アクティビティの実行時にコメントを指定できます。コメントでは、理由およびコンテキストを

入力するため、ユーザーが後でトランザクションに戻ったとき、決定の理由や行われたディスカッションの内容に関する履

歴レコードが保持されています。

タレント・プール内のコメントの特性

• コメントは必須ではありません。

• 「コメント」ダイアログが空白の場合、コメント・インスタンスが作成または追跡されることはありません。

• 「コメントの追加」ダイアログには、最大6000文字まで入力可能なテキスト・エリアがあります。

• コメントは追加、編集および削除できます。

• 単一のコメントを、リストから選択した複数の個人に同時に送信できます。

ユーザー・セレクタまたは拡張検索のいずれかを介してメンバーをタレント・プールに追加する場合、ユーザーには、タレン

ト・プールへのメンバーの追加時にコメントを追加する機会を提供する「コメント」ダイアログ・ボックスが表示されます。コメ

ントの追加は必須ではないため、希望しないユーザーはコメントを空白のままにして「取消」を選択し、コメントなしでメン

バーを追加できます。

タレント・プールからメンバーを削除する場合も、ユーザーにはコメントの入力を求めるプロンプトが表示されます。この場

合のポップアップは、ユーザーがメンバーの削除を意図していることに対する「2度目」の確認と、コメントの入力機会の両

方です。

このメンバーに関して入力したすべてのコメントは、メモリーに格納されます。将来、このメンバーが再度タレント・プールに

追加された場合は、このメンバーに関する削除前のすべてのコメントが復元されます。

コメントはオプションです。コメントを入力しないで「はい」をクリックすると、メンバーがタレント・プールから削除されます。
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コメントの入力方法

• コンテキスト依存のメニューを使用したコメントの追加

タレント・プール内のメンバー

に関するコメントの追加...
ナビゲーション

「使用可能なアクションの表示」コンテキス

ト依存セレクタを使用する場合
[クイック・リンク] > 「タレント・プール」 > （タレント・プールの選択） > （メンバーのハイライ

ト） > 「使用可能なアクションの表示」 > 「コメントの追加」 > 「コメントの追加」ダイアロ

グ

• ツールバーの「他のアクション」メニューを使用したコメントの追加

このオプションを使用すると、ユーザーは単一のコメントを複数のメンバーに同時に追加できます。
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タレント・プール内のメンバー

に関するコメントの追加...
ナビゲーション

「他のアクション」ツールバー・メニューを使

用する場合
[クイック・リンク] > 「タレント・プール」 > （タレント・プールの選択） > （メンバーの選択）

> 「他のアクション」 > 「コメントの追加」 > 「コメントの追加」ダイアログ

• タレント・プールに関する一般的なコメントをまとめて追加

この方法を使用して追加したコメントは、常に1つのグループとして、個人ではなくタレント・プールに適用されます。これ

は、タレント・プールで選択されている個人が1名または複数名の場合でも適用されます。

タレント・プール全体に

関するコメントの追加...
ナビゲーション

ツールバーの「コメントの追加」を使用する

場合
[クイック・リンク] > 「タレント・プール」 > （タレント・プールの選択） > 「コメントの追加」 >
「コメント」ダイアログ
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「最近のコメントの表示」ポップアップおよびコメントの編集と削除

タレント・プールの「コメント」列には、各メンバーに関連付けられているコメント数を示すアクション可能なインジケータがあ

ります。

「最近のコメントの表示」をクリックすると、該当する後任者に関するすべてのコメントがポップアップで表示されます。コメ

ントが多数ある場合はスクロールできます。10を超えるコメントがある場合は、「コメントをさらに表示」リンクが表示されま

す。このリンクをクリックすると、スクロールが使用可能になるため、ユーザーはすべてのコメントをスクロールして表示できま

す。鉛筆アイコンをクリックすると、既存のコメントの一部またはすべてを編集または削除するためのオプションが表示され

ます。ミススペルの可能性がある場合は、赤の下線で示されていることに注意してください。
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ユーザーが編集または削除できるのは、自分が所有しているコメントまたは自分が作成したコメントのみで

す。コメントの横に鉛筆アイコンが表示されるのは、ログイン・ユーザーが編集可能な場合のみです。

コメント履歴の追跡

コメントが追加、編集または削除されるたびに、イベントが「履歴」に記録されます。
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タレント・プールの移入

協力者および所有者は、タレント・プールに、後でプール・メンバーと呼ばれる従業員および候補者を追加します。

プールは、従業員セレクタまたは拡張検索を使用して移入できます。

• プール・メンバーの追加では、従業員セレクタを使用して直属の部下、ネットワークおよびキーワードを検索します。こ

の方法は、見込みプール・メンバーに関する直接の知識が協力者にある比較的小規模なプールの場合に最適で

す。

• 拡張検索では、人材検索基準を使用して、特定のパラメータに合致するプール・メンバーに焦点を絞ります。これ

は、協力者がフィルタ処理なしで検索するには、見込みメンバーのグループが大きすぎる場合に最も役立ちます。

 プール・メンバーを追加するには

前提条件

[クイック・リンク]タレント・プール > 「メンバー」

ステップ

1. をクリックして「メンバーの追加」を選択します。

2. 「自分の従業員内で検索」を選択し、自分の直属の部下と非直属の部下および委任従業員にドリルダウンし

てメンバーを検索するか、「自分のネットワーク内で検索」または「キーワード検索」を選択して、従業員または候

補者を検索します。

キーワード検索では、ユーザー名、名、ミドル・イニシャル、姓およびEメール・アドレスの各フィールドがチェックされ

ます。「拡張検索」を選択すると、従業員のタレント・プロファイルにあるフィールドおよび検索対象の候補者に関

連する追加フィールドを使用可能にできます。

3. プールに含める「検索結果」リストの個人に対応するチェック・ボックスを選択して をクリックし、その個人を「選

択」リストに配置します。

「直属の部下を含める」を選択すると、選択した従業員の直属の部下が自動的に追加されます。

4. 「選択」をクリックして、「選択」リストの内容をプールに追加します。

結果

ユーザーが「メンバー」リストに追加されます。

 プール・メンバーを検索するには

前提条件

[クイック・リンク]タレント・プール

ステップ

1. タレント・プールを選択すると、「メンバー」タブが表示されます。

2. をクリックし、「拡張検索のオープン」を選択します。

「メンバーの追加」を選択すると、「ユーザー・セレクタ」が表示されます。

3. 結果のフィルタ処理に使用する基準を選択し、「検索」をクリックします。
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4. 「従業員」列から1名のユーザーを追加するには、 をクリックして「移動先」メニューを表示し、「現在のプールに

追加」を選択します。

5. 複数のユーザーを追加するには、追加する各ユーザーのチェック・ボックスを選択し、「アクション」 をクリックし

て「現在のプールに追加」を選択します。

選択したユーザーの中にすでにプール・メンバーが存在すると、「現在のプールに追加」オプションは使用可能にな

りません。

結果

ユーザーがプールに追加されます。 をクリックすると、プールに戻ることができます。

タレント・プールのフィルタ処理

タレント・プールをフィルタ処理すると、比較的大きいプールを特定の基準を満たしているメンバーに絞り込むことができま

す。

使用可能なフィルタはコンテキスト依存で、システムで使用しているモジュールに依存しています。フィルタには、ドロップダ

ウン・リストの設定値、組織の値、自由形式テキスト、日付およびカスタマイズした値を含めることができます。ポテンシャ

ル後任者を検索するインスタンスでは、これらのオプションを使用して、昇進に対する高ポテンシャルと準備が整った従業

員に基づいてタレント・プールをフィルタ処理できます。フィルタを使用できるのはマトリックス・モードまたはチャート・モード

に切り替える前で、これによって、該当するプール・メンバーのみが表示されるため、モードの迅速な表示が可能となりま

す。

タレント・プールをフィルタ処理するには

前提条件

[クイック・リンク]タレント・プール > 「メンバー」

ステップ

1. 「フィルタ」パネルで、使用可能なフィルタから必要な値を選択します。

フィルタリング機能の詳細は、「フィルタ処理」を参照してください。

2. をクリックして、フィルタをメンバー・リストに適用します。

結果

フィルタ結果は永続的で、メンバー、マトリックス・モードまたはチャート・モードを選択しているかどうかに関係なく、同じ

プール・メンバーが表示されます。

マトリックスを使用したメンバーの評価

マトリックスを使用すると、協力者は、2つのデータ・ポイント（X軸とY軸の値）を利用したセル・マトリックス上でプール・メ

ンバー間の違いをより効率的に視覚化して分析できます。このセル・マトリックスでは、パフォーマンス・ディメンションとポテ

ンシャル・ディメンションがデフォルトの軸の値です。

マトリックスが構成されて使用されると、プールに追加されていて各ディメンションに対するデータがあるメンバーは、その内

容に応じてマトリックス・セルに含まれます。1つまたは複数のディメンションに対するデータ値がないメンバーは、未レート

付け従業員のリストに配置され、マトリックスには手動で追加する必要があります。
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メンバーのセル間移動はドラッグ・アンド・ドロップで完了し、デフォルトのポジションはマトリックスの軸に基づいて上書きで

きます。メンバーの最初の移動時に、元のセル配置と上書きされたセル配置の両方がデータベースに格納されます。更

新されたメトリックは、該当する特定のタレント・プールに対するマトリックスにのみ適用されますが、現在従業員であるメ

ンバーには、マトリックスから直接更新された総合的な従業員メトリックを設定できます。更新したメンバーを元のセルに

戻すことはできません。

 マトリックスを使用するには

前提条件

[クイック・リンク]タレント・プール > 「メンバー」

ステップ

1. をクリックしてデフォルトのシステム・マトリックスをオープンすると、レート付けされたメンバーがそれぞれの適切な

セルに表示されます。

マトリックスの切替えは、表示するメンバーおよびX軸とY軸の値に基づいて配置するセルの変更を伴う場合があ

ります。

2. メンバーを移動するには、名前を選択して異なるセルにドラッグ・アンド・ドロップします。

3. 除外したメンバーを含めるには、アクション・メニューから未レート付けプール・メンバーの表示を選択し、除外した

メンバーをそのウィンドウからマトリックス・セルにドラッグ・アンド・ドロップします。

移動したメンバーのアイコンには矢印が含まれます。

4. セル間でメンバーをドラッグすることで、従業員メトリックを更新したり、元のセルに戻すことができます。

a) 単一のメンバーを更新するには、それぞれのショートカット・メニューから「従業員メトリックの更新」を選択して

「OK」をクリックし、移動したすべてのメンバーを更新するには、メイン・メニューから「従業員メトリックの更新」

を選択して「OK」をクリックします。

b) メンバーを戻すには、ショートカット・メニューから「元のセルに戻す」を選択します。

5. をクリックして「セル詳細」ページを表示します。このページでは、セル間でメンバーをドラッグ・アンド・ドロップ

し、「他のアクション」メニューから、メンバーが配置されているセルに基づいてプール・メンバーのメトリックを更新で

きます。

6. をクリックし、印刷してレビューできるPDF版を表示します。

次ステップ

高ポテンシャルの従業員が新規ロールに確実に対応するためには、育成アクティビティを割り当てることができます。

チャートを使用したメンバーの評価

チャートは、プール・メンバー・データのグラフィック表現を提供します。

チャートには、ポテンシャル、昇進への準備状況、離職のリスクなどの広範なビジネス上のクリティカル・データを含めるこ

とができます。各チャート・バーの詳細を表示して該当するバーにあるメンバーの詳細リストを取得し、それぞれの従業員

メトリックを表示できます。チャートの構成によっては、メンバーを表示し、選択したチャートとの関係でそのデータを更新す

るためのドリルダウン機能を提供できます。
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チャートを使用してメンバーを評価するには

前提条件

チャートは、システム管理者によってタレント・プールに関連付けられています。

[クイック・リンク]タレント・プール

ステップ

1. プールの名前をクリックしてから、 をクリックしてチャート・モードを表示します。

2. デフォルトのチャートが表示されて対応するデータを保持するプール・メンバーが表示され、チャートに含めることが

できます。

表示に必要なデータが欠落しているチャート内のプール・メンバーは、未レート付け人数に含まれます。

3. 実行できるアクションは次のとおりです。

a) 「チャート」リストから異なるチャートを選択すると、そのチャートのパラメータに従ってメンバーが再度割り当てら

れます。

b) 「詳細の表示」をクリックして「バー詳細」ビューを表示します。このビューでは、メンバー詳細を表示するバー・

セグメントを選択し、異なるチャート・セグメントにメンバーをドラッグ・アンド・ドロップできます。

c) 「未レート付け人数」または「詳細の表示」をクリックして、チャートに自動的に含まれないプール・メンバーを表

示し、必要に応じてチャートに追加します。

プール・メンバーに対する育成アクティビティの割当

システム内のすべての既存の育成アクティビティは、プール・メンバーに割り当てることができます。

育成アクティビティをプール・メンバーに割り当てることができるのは所有者および協力者で、育成プランに対する全体的

なユーザー権限の有無は関係ありません。これは、アクティビティを追加しても、後でそのユーザーの育成プランを表示で

きない可能性があることを意味します。

 育成アクティビティを割り当てるには

前提条件

[クイック・リンク] > 「タレント・プール」 > 「メンバー」

ステップ

1. メンバー・リスト・ビューからメンバーのチェック・ボックスを選択し、「アクティビティの割当」をクリックします。

2. 育成アクティビティ・セレクタを使用して必要な育成アクティビティを選択し、「選択」をクリックします。

3. 確認ダイアログ・ボックスで「はい」をクリックします。

結果

育成アクティビティがユーザーの育成プランに追加されます。
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タレント・プール・ハウスキーピング

タレント・プールを構成した後は、後続のアクションおよび参照情報が必要になる場合があります。

• プールに対して実行した変更の履歴を使用できます: タレント・プール履歴の表示

• 全体的なユーザー権限に応じてメンバー詳細を表示できます: プール・メンバー詳細の表示

• プール所有者はプールをシステムから削除できます: タレント・プールの削除

• ユーザー・インタフェースの参照: タレント・プールのフィールド

タレント・プール履歴の表示

履歴レコードには、タレント・プールに加えられた変更に関する情報（日付、詳細、変更ユーザーなど）が記載されていま

す。

前提条件

[クイック・リンク]タレント・プール

ステップ

1. リストからタレント・プールを選択します。

2. 「履歴」タブを選択します

結果

タレント・プールの作成後に加えられたすべての変更が表示されます。列ヘッダーを選択し、その列の値に基づいてリ

ストをソートします。

タレント・プールの削除

前提条件

アクションを元に戻せない場合は、タレント・プールを確実に削除します。

[クイック・リンク]タレント・プール

ステップ

1. 削除する項目のチェック・ボックスを選択します。

複数のタレント・プールを選択して同時に削除できます。

2. をクリックし、確認ダイアログ・ボックスで「はい」をクリックします。

結果

タレント・プールが削除され、リストから除外されます。タレント・プールの削除では、タレント・プール・オブジェクトがシス

テムから削除されるのみです。タレント・プールに関連付けられたユーザーやメンバーへの影響はありません。

プール・メンバー詳細の表示

前提条件

[クイック・リンク]タレント・プール
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ステップ

1. タレント・プールの名前をクリックして「メンバー」タブを表示します。

2. リスト・モードで、プール・メンバーの名前の横にある をクリックして、「アクション」ショートカット・メニューから必要な

モジュールを選択します。

プール・メンバーとの関連に応じて、タレント・プロファイル、目標プラン、後任プランなどの様々なオプションを使用

できます。

結果

選択したモジュールのページが表示されます。

次ステップ

タレント・プールに戻るには、ブラウザの「戻る」ボタンを選択します。

タレント・プールのフィールド

次の表に、タレント・プールに表示されるフィールドとボタンを示します。表内の各エントリには、フィールドまたはボタン、

摘要、可能な値（事前定義されている場合）、フィールドまたはボタンが適用されるアプリケーションの部分、およびその

フィールドまたはボタンのヘッダーが含まれています。

フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

従業員の追加 これには「ユーザー・セレクタ」が表示されるため、メ

ンバーをプールに追加できます。

タレント・プール メンバー

アクティビティの割当 これを使用して、既存の育成アクティビティを選択

し、選択したプール・メンバーに割り当てます。

タレント・プール メンバー

作成者 アクションを実行したユーザーの名前が表示されま

す。

タレント・プール 履歴

日時 アクションの発生時間。 タレント・プール 履歴

摘要 プールの摘要 タレント・プール タレント・プール、

詳細

詳細 アクションの内容を示します。 タレント・プール 履歴

リスト・モードで表示 これは「メンバー」タブのデフォルト・ビューで、プー

ル・メンバーがリストで表示されます。

タレント・プール メンバー

マトリックス・モードの表示 これには、プール・メンバーがマトリックスで表示さ

れ、システムに対して使用可能なすべてのマトリッ

クスが使用できます。

タレント・プール メンバー

Eメール プール・メンバーに関連したEメール・アドレス。 タレント・プール メンバー

イベント 発生したアクションのタイプ。 タレント・プール 履歴

ジョブ・タイトル プール・メンバーのジョブ・タイトル。社外候補者に

はこの値がありません。

タレント・プール メンバー

名前 プール・メンバーの氏名。 タレント・プール タレント・プール、メ

ンバー
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フィールド 摘要 適用先 ヘッダー

名前 プールの名前。 タレント・プール 詳細

拡張検索のオープン これには、タレント・プールの「拡張検索」ウィンドウ

が表示され、カスタマイズ可能なフィールドを使用

してポテンシャル・プール・メンバーを検索できます。

タレント・プール メンバー

所有者 デフォルトでは、これはタレント・プールの作成者で

もあります。

タレント・プール 詳細

プール・コンテキスト プールの目的を示します。ポジションは、そのプール

が特定ポジションに対する後任プランの作成用で

あることを示します。ジョブ・ロールも後任プラン用で

すが、該当のロールに関係するすべてのポジション

が含まれています。関連がないままのプールはあり

ません。

タレント・プール 詳細

ポテンシャル 従業員のポテンシャルを示します。 タレント・プール メンバー

レビュー・レーティング 従業員が、最後にクローズした自分のフォーカル・

レビューに従って実行した様子を示します。

タレント・プール メンバー

離職リスク 組織を去る従業員の考えられるリスク・レベルを示

します。

タレント・プール メンバー

プロセス履歴の表示 育成アクティビティがプール・メンバーに追加される

たびに、ここにエントリが追加され、アクティビティの

プロセスが示されます。

タレント・プール タレント・プール

タイプ 青いアイコンは社内従業員を示し、緑のアイコンは

社外候補者を示します。アクティビティを割り当て、

レビュー・レーティング、離職のリスク、およびポテン

シャル値を設定できるのは従業員のみです。

タレント・プール メンバー

ユーザー ユーザーは、プール・メンバーの追加やマトリックスの

使用など、プールに関して協力して作業を実行し

ます。

タレント・プール タレント・プール、

詳細
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