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Taleo接続

Taleo接続サーバー

Taleo接続サーバーは、Taleo製品に組み込まれている、Taleo接続プラットフォームのサーバー側の部分です。これに

より、システム間のメッセージを使用し、セキュアなゲートウェイを介して製品の統合オファリングを提供できます。Taleo接

続サーバーのエクスポート機能はTaleo製品の辞書へのアクセスを許可し、インポート機能はインストラクションを受け取

りサービス操作を起動します。Taleo接続サーバーは、Taleo拡張を含む標準SOAPエンベロープでラップされた独自

のT-XML形式のメッセージ（T-SOAPと呼ばれます）のみを受け取ります。

Taleo接続クライアント

Taleo接続クライアントは、顧客の環境に導入される、Taleo接続プラットフォームのクライアント側の部分です。これによ

り、顧客が独自の統合プロセスを構築および実行できるようになります。

開発環境

開発環境は、ユーザーフレンドリかつ専門的です。簡単な統合シナリオから複雑な統合シナリオまで設計および構成で

きます。

TCC設計開発環境は、Eclipse Foundationが提供する強力かつ拡張性のあるRich Client Platform（RCP）で構

築されています。RCPは、エンド・ユーザーに専門レベルの体験を提供する、Javaクライアント・ユーザー・インタフェース

開発のための標準です。

すべてのユーザー・タスクは、ウィザードにより行われるか、ドロップダウン・メニューおよびドロップダウン機能といった一般的

なクライアント・アプリケーションの動作に基づいています。

統合エンジン

統合エンジンは強力かつ柔軟です。複数のファイル形式を使用してTaleo環境と通信できます。

TCCは、XML、SOAPおよびWS-Addressingといった業界標準に基づくTaleo独自のメッセージ形式を使用し

てTaleo製品と通信します。また、顧客システムは通常独自のフォーマットのみをサポートしているため、クライアント側ま

たはサーバー側の変換によってカスタムのメッセージ形式もサポートします。

TCCは、顧客に非同期統合プロセスの複雑さを感じさせず、他のビジネス・プロセスに統合可能な、同期的な動作を

実現します。

Taleo接続ユーザー

TCCでは、ゾーンにアクセスして統合ジョブを実行できるユーザー・アカウントが必要です。このユーザーには、統合する製

品に対するシステム・インテグレータ権限を構成する必要があります。ゾーン内のユーザーを作成および構成する際のガ

イドラインについては、Oracle Taleoアプリケーションの構成ガイドを参照してください。

TCCで使用される統合ユーザー・アカウントを作成する際には、各ゾーンに対して異なるUIDとPWDの組合せを使用す

ることをお薦めします。これにより、ゾーン・アクセスに絡んで不意に問題が発生することを回避できます。
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ファイルおよびフォルダ

ファイル名

明確に区別できるファイル名を付けると、様々な統合ポイントの管理が容易になります。

接点

• インポート

インポート接点は、データ辞書に定義されている、使用可能なTaleo製品のサービス・オファリングに対応していま

す。サービスには、特定のインポート操作の提供対象になっているビジネス・エンティティと同じ名前が付いています。

たとえば、SmartOrgデータ辞書では、「グループ」サービスで、作成、削除、マージおよび更新操作が提供されま

す。他のサービスでは、他の操作が提供される可能性があります。

• エクスポート

エクスポート接点は、特定のTaleo製品ビジネス・モデルから抽出される情報に対応しています。

アクション

インポート・アクションは、サービスが提供する特定の操作に対応しています。エクスポート・アクションは1つのみ、つまりエ

クスポートのみです。

ファイル名標準

• インポート

ロード・ファイル: <touchpoint>_<action>_ld.xml

構成ファイル: <touchpoint>_<action>cfg.xml

データ・ファイル: <touchpoint>_<action>.csv

結果ファイル: <touchpoint>_<action>_result_<date_time>.csv
• エクスポート

問合せファイル: <touchpoint>_<action>_sq.xml

構成ファイル: <touchpoint>_<action>_cfg.xml

結果ファイル: <touchpoint>_<action>_result_<date_time>.csv

例

• インポート

ロード・ファイル: user_merge_ld.xml

構成ファイル: user_merge_cfg.xml

データ・ファイル: user_merge.csv

結果ファイル: user_merge_result_20080715T084011.csv
• エクスポート

問合せファイル: newhire_export_sq.xml
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構成ファイル: newhire_export_cfg.xml

結果ファイル: newhire_export_result_20080715T090517.csv

フォルダ構造

フォルダ構造をよく整理しておくと、様々な統合ポイント・ファイルの管理、開発、テスト、およびステージングから本番への

移行が容易になります。

 

 

レベル0

これはTaleo統合のルート・フォルダです。ここには、次のものがあります。

• ゾーン

使用可能な各ゾーン（本番、ステージング、開発など）のフォルダ。

レベル1

これはゾーン・フォルダ・レベルです。ここには、次のものがあります。

• touchpoint_action

各インポートおよびエクスポート統合ポイントのフォルダ。

レベル2

これは統合ポイント・フォルダ・レベルです。ここには、次のものがあります。

• インポート統合ポイントの場合:

インポートするデータ・ファイルのインバウンド・フォルダ。

結果ファイルのアウトバウンド・フォルダ。

• エクスポート統合ポイントの場合:

結果ファイルのアウトバウンド・フォルダ。

レベル3

これはインポート統合インバウンド・フォルダ・レベルです。ここには、次のものがあります。

• archives
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インポートされたデータ・ファイルを保存するアーカイブ・フォルダ。



7 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

Windowsの場合

WindowsでのTCCのインストール

前提条件

• 次のいずれかのオペレーティング・システムが事前にインストールされていること。

Windows XP

Windows Server 2008 32/64

Windows 7 32/64
• ハードウェア:

設計および開発用ワークステーションは~1GHz、256 MB RAM。

大規模本番用ワークステーションは~1 GHz、512MB RAM。

• ソフトウェア:

製品統合パック（PIP）設定プログラム

Taleo接続クライアント設定プログラム

• TCCをインストールするための、情報セキュリティ部門からのセキュリティ承認。

TCCインストール・パッケージには、Java Runtime Environmentの1つのバージョンがバンドルされて提供されます。

• FP12A - 1.5.0_17
• FP12B - 1.5.0_17
• FP12C - 1.5.0_17
• FP13A - 1.6.0_43

ステップ

1. PIPおよびTCCフォルダをインストールする[INSTALL FOLDER]を作成します。

2. 製品統合パック設定プログラムをダブルクリックします。

Taleo接続クライアント製品統合パック設定ウィザードへようこそウィンドウがオープンします。

3. インストールの指示に従います。

pipおよびfpタイプのファイルが含まれたProductIntegrationPackフォルダが[INSTALL FOLDER]に作成されま

す。

4. Taleo接続クライアント設定プログラムをダブルクリックします。

Taleo接続クライアント設定ウィザードへようこそウィンドウがオープンします。

5. インストールの指示に従います。

Taleo接続クライアント設定ウィザードの完了ウィンドウで「終了」をクリックする前に、Taleo接続クライアントの起

動およびREADMEファイルの表示チェック・ボックスを選択解除します。

Taleo接続クライアントが[INSTALL FOLDER]にインストールされます。
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WindowsでのTCCのテスト

WindowsでのTCCのテストでは、エンドポイント、ユーザー名とパスワード、およびTCCとTaleo製品の間の通信を検証

します。

前提条件

• TCCがWindowsにインストールされていること。

• 製品およびステージング・ゾーンが起動して実行中であること。

• 本番およびステージング・ゾーンのインテグレータ・ユーザー名とそのパスワード。

テストが正常に完了すると、TCCのグラフィック・ユーザー・インタフェースがオープンします。テストに失敗する

と、Pingエラーが表示されます。トラブルシューティングするには、付録BのTCCエラー・リストを参照してください。

ステップ

1. Taleo接続クライアントを起動します。

製品統合パック・ファイルが構成されていませんウィンドウがオープンします。

2. ProductIntegrationPackフォルダに移動して選択します。

Taleo製品へのpingウィンドウがオープンします。

3. 接続先の製品をプルダウン・メニューから選択します。

pingの送信先の製品が選択されます。

4. 接続情報を確認します。

a) プルダウン・メニューからプロトコルを選択します。

b) ホスト名を入力します。

c) ポート番号を入力します。

acme.taleo.netやstgacme.taleo.netなどの本番またはステージング・ゾーンのホスト名。Taleoゾーンで

は、HTTPSプロトコルをポート443で使用します。

5. 認証情報を構成します。

a) 認証を選択します。

b) ユーザー名を入力します。

c) パスワードを入力します。

6. Pingをクリックします。

Taleo製品へのpingウィンドウがクローズします。新規エンドポイントの作成を示す情報ウィンドウがオープンしま

す。

7. 「OK」をクリックします。

結果

TCCのグラフィック・ユーザー・インタフェースがオープンするか、Pingエラー・メッセージが表示されます。

WindowsでのTCCのアップグレード

TCCの最新版にアップグレードすると、最新の修正、拡張機能および新機能を利用できるようになります。次に説明す

るアップグレード・プロセスに従って、既存の統合スクリプトへの影響を最小限に抑え、スムーズに移行することをお薦めし

ます。
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前提条件

現在のインストール場所とは異なるTCCの新バージョン用の[INSTALL FOLDER]。

ステップ

1. 最新のTCCバージョンをダウンロードしてインストールします。

2. 最新の製品統合パックをダウンロードしてインストールします。

製品統合パックをインストールするには、ダウンロードしたファイルを[INSTALL DIRECTORY]/
productintegrationpacksディレクトリに解凍します。

3. 構成ボードのシンボルまたはエンドポイントを使用する既存の統合スクリプトを実行するために、構成ボードを作

成します。

4. カスタム・フィールドを設定するために、カスタム辞書を同期します。

5. LRD前処理ステップを使用するエクスポート構成で、最終実行日を実際の値に設定します。

6. 新しいTCCバージョンで既存の統合スクリプトをテストします。

正味変更を使用する場合、TCCユーザーは“正味変更設定”を実行して、新しいTCCバージョン用の正味変

更データベースを作成する必要があります。

7. TCCのインストール場所に対する既存の参照を修正して、新しい場所を参照するようにします。
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Unix/Linuxの場合

Unix/LinuxでのTCCのインストール

Unix/LinuxにTCCをインストールすると、コマンドライン環境でインポートおよびエクスポート構成ファイルを実行できるよ

うになります。

前提条件

• オペレーティング・システム:

Unix

Linux
• ハードウェア:

大規模本番用ワークステーションでは~1 GHz、512MB RAM
• ソフトウェア:

JRE 1.6.0またはJRE 6.0

TaleoConnectClient-X.Y.Z.tar.gzファイル

• TCCをインストールするための、情報セキュリティ部門からのセキュリティ承認。

ステップ

1. TaleoConnectClient-[version].tar.gzファイルをUNIXまたはLinux環境にコピーします。

2. gunzip TaleoConnectClient-[version].tar.gzを使用してファイルを解凍します。

TaleoConnectClient-[version].tarファイルが生成されます。

3. tar –xf TaleoConnectClient-[version].tarを使用してtarファイルを解凍します。

結果

Taleo接続クライアントがtcc-[version]ディレクトリにインストールされます。

Unix/LinuxでのTCCのテスト

Unix/LinuxでのTCCのテストでは、TCCとTaleo製品の間の統合ワークフローの適合性を検証します。

前提条件

• TCCがUnix/Linuxにインストールされていること。

• 製品およびステージング・ゾーンが起動して実行中であること。

• Unix/Linuxシステムがゾーンにアクセスできること。

• 有効なインポート仕様とデータ・ファイル、および関連する構成ファイル。

• 有効なエクスポート仕様および関連する構成ファイル。

ステップ

1. インポート構成の実行を起動します。

2. エクスポート構成の実行を起動します。
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3. モニタリング・ファイルを確認します。

4. 結果ファイルを確認します。

Unix/LinuxでのTCCのアップグレード

TCCの最新版にアップグレードすると、最新の修正、拡張機能および新機能を利用できるようになります。次に説明す

るアップグレード・プロセスに従って、既存の統合スクリプトへの影響を最小限に抑え、スムーズに移行することをお薦めし

ます。

前提条件

現在のインストール場所とは異なるTCCの新バージョン用の[INSTALL FOLDER]。

ステップ

1. 最新のTCCバージョンをダウンロードしてインストールします。

2. 最新の機能パックをダウンロードしてインストールします。

機能パックをインストールするには、ダウンロードしたファイルを[INSTALL DIRECTORY]/featurepacksディレク

トリに解凍します。

3. 構成ボードのシンボルまたはエンドポイントを使用する既存の統合スクリプトを実行するために、[OLD INSTALL
DIRECTORY]/system/default.configuration_brd.xmlから[NEW INSTALL DIRECTORY]/systemディ

レクトリに構成ボードをコピーします。

4. [OLD INSTALL DIRECTORY]/lastrundates/*.xmlから[NEW INSTALL DIRECTORY]/
lastrundatesディレクトリに最終実行日ファイルをコピーします。

5. 新しいTCCバージョンで既存の統合スクリプトをテストします。

正味変更を使用する場合、TCCユーザーは“正味変更設定”を実行して、新しいTCCバージョン用の正味変

更データベースを作成する必要があります。

6. TCCのインストール場所に対する既存の参照を修正して、新しい場所を参照するようにします。
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Taleo接続クライアントの基本

Pingダイアログ

Pingダイアログ・ウィンドウ（Taleo製品へのping）は、Taleo接続クライアントが開始されたときにオープンします。Pingダ

イアログでは、エンドポイント、ユーザー名とパスワード、およびTCCとTaleo製品間の通信が検証されます。

Pingダイアログでは、デフォルト構成ボードのエンドポイント設定が使用されます。初期のデフォルト・ボード・ファイルは、

統合カスタマ・サポート担当者から提供されます。このファイルが提供されていない場合は、エンドポイント・セクションおよ

び認証セクションでゾーン情報を手動で入力できます。

接続情報

• 「製品」: pingを行う製品をプルダウン・メニューから選択します。

• 会社コード: 会社コードはTaleo Business Editionのユーザーが使用します。

• エンドポイント: 使用するエンドポイントをプルダウン・メニューから選択します。

エンドポイント

エンドポイント・セクションには、選択したエンドポイントの設定が表示されます。エンドポイントが構成されていない場合

は、情報を手動で入力できます。
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• 「プロトコル」: 使用するプロトコルをプルダウン・メニューから選択します。

• 「ホスト」: 本番ゾーン名またはステージング・ゾーン名（たとえば、acme.taleo.netまたはstgacme.taleo.net）。

• 「ポート」: Taleo製品にアクセスするためのポート番号。デフォルトではポート443が使用されます。

認証

テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。Taleo環境に接続するための最低限の要件は、

ユーザー/パスワードのHTTP基本認証です。ユーザー名トークン認証を指定すると、すべてのファイルのパスワードを暗

号化することによってセキュリティが向上します。

• 「ユーザー」: 統合用のユーザー名は、インテグレータ・ロールを付与して作成する必要があります。

• 「パスワード」: 統合ユーザーのパスワード。

エンドポイントのインポート

エンドポイントのインポート・リンクをクリックするとブラウザ・ウィンドウがオープンし、カスタマ・サポートによって提供された初

期のデフォルト構成ファイル、またはレガシー環境のプロパティ・ファイルを特定してエンドポイント設定を取得できます。

Ping

Pingボタンを押すと、処理が開始されます。成功するとTCCが開始され、失敗するとエラー・メッセージが表示されま

す。追加の詳細は、付録Bのエラー・メッセージを参照してください。

Eclipse RCPフレームワーク

Taleo接続クライアント統合開発環境は、Eclipse財団のリッチ・クライアント・プラットフォーム・プロジェクト（http://
www.eclipse.org）に基づいています。Taleo接続クライアントの機能を体験する前に、このフレームワークの基礎となる

概念を理解することが重要です。

基礎となる概念

パースペクティブは、エレメントを論理的にグループ化したもので、ユーザーの作業を明確で整然とした方法で編成します

（ビュー、ツール・バーおよびメニュー項目を含む）。

エディタは、統合プロセスの特定の部分をユーザーが作成および更新できるユーザー・インタフェースです。複数のエディ

タ・タイプおよびインスタンスを単一のパースペクティブでオープンできます。

ビューは、アクティブなエディタに関する情報を提供する読取り専用の補助的なエレメントです。そのため、ビューはアクティ

ブなエディタ内での選択や、別のエディタ・インスタンスに対する変更に反応します。

プリファレンスは、アプリケーション内でのユーザー・エクスペリエンスに影響する設定です。すべてのプリファレンスに

はTaleoにより設定されたデフォルト値があり、ユーザーはそれらの値を変更し、作業セッション間で維持することができま

す。

TCCメニュー・バー

TCCメニュー・バーを使用すると、ファイル・ユーティリティ、レポート・ビューア、ウィンドウ・ユーティリティおよびヘルプ・システ

ムにアクセスできます。

「ファイル」

• 「新規」

http://www.eclipse.org
http://www.eclipse.org
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新規構成ウィザード: 空の構成仕様がエディタでオープンします。

新規インポート・ウィザード: 空のインポート仕様がエディタでオープンします。

新規エクスポート・ウィザード: 空のエクスポート仕様がエディタでオープンします。

新規プロファイル・ウィザード: 空のコンソール・プロファイルがエディタでオープンします。

• 「オープン」

「構成」: 既存の構成仕様を選択してエディタでオープンするためのブラウザがオープンします。

「インポート」: 既存のインポート仕様を選択してエディタでオープンするためのブラウザがオープンします。

「エクスポート」: 既存のエクスポート仕様を選択してエディタでオープンするためのブラウザがオープンします。

コンソール・プロファイル: 既存のコンソール・プロファイルを選択してエディタでオープンするためのブラウザがオープンしま

す。

構成ボード: デフォルト構成ボードがエディタでオープンします。

• 「クローズ」

エディタ内のアクティブなファイルがクローズされます。

• すべてクローズ

すべてのエディタ内のすべてのファイルがクローズされます。

• 「保存」

アクティブなファイルが同じフォルダに同じ名前で保存されます。

• 「別名保存」

ブラウザ・ウィンドウがオープンし、アクティブなファイルを特定のフォルダに特定のファイル名で保存します。

• 「終了」

Taleo接続クライアントをクローズします。

「レポート」

• モニタリングのスケジュール

モニタリングのスケジュール・レポートがオープンします。このレポートには、スケジュール済プロセス、次に予想される実

行日、および最後の実行ステータスと日付が表示されます。

ウィンドウ

• パースペクティブのオープン

コンソール

「設計」

ランタイム

• ビューの表示

• 「基本」

• 「クライアント」

• 「文書」

• 「一般」

• 「ヘルプ」
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• 「メッセージ」

• 「プリファレンス」

• 「クライアント」

製品統合パックのルート・フォルダ* : 製品統合パックがインストールされているルート・フォルダのパス。この値

は、TaleoConnectClient.iniファイルに保存されます。

*TaleoConnectClient.iniプロパティは、システム・プロパティによって上書きされます。

• 「クライアント」>「設計」

サンプルCSVビューア: サンプルCSVファイルの作成時にオープンされるCSVファイル・エディタ。デフォルトで

は、Microsoft Excelがエディタとなります。

エンティティ・ツリーの最大深度: 拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値を変更し

ないでください。

• 「クライアント」>ランタイム

モニタリング自動リフレッシュ・レート（秒）: 拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値

を変更しないでください。

モニタリング履歴に維持するファイル数: 拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値を

変更しないでください。

• コンソール

拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値を変更しないでください。

• 「一般」

拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値を変更しないでください。

• 「ヘルプ」

拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値を変更しないでください。

• 「デフォルトを復元」

すべての設定をデフォルト値に復元します。

• 「適用」

新しい設定をTaleo接続クライアントに適用します。

「ヘルプ」

• ヘルプ・コンテンツ

オンライン・ヘルプ・ウィンドウがオープンします。

• Taleo接続クライアントについて

• 機能の詳細: TCC機能のリストがオープンします。

• プラグインの詳細: インストールされているプラグインのリストがオープンします。

• 構成の詳細: TCC構成の詳細が表示されます。

「設計」パースペクティブ

設計パースペクティブでは、統合プロセスのワークフローを作成するほか、Taleo環境から情報を抽出する方法

やTaleo環境に情報をアップロードする方法を決定します。それらのアクティビティのそれぞれに、特定のエディタが提供さ

れています。
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「概要」ビュー

「概要」ビューには、現在のエディタのコンテンツの構造化ビューが表示されます。
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「エンティティ」ビュー

「エンティティ」ビューには、エクスポート・エディタ内で選択されたエンティティの構造、またはインポート・エディタ内で選択さ

れたサービス操作パラメータが表示されます。

各サービス操作には、データ列の特性を定義するために使用できる一連の固有のパラメータが用意されています。追加

の詳細は、データ辞書を参照してください。

ルート・エンティティには、一連のフィールドおよび関係があります。ビューの下部にある情報セクションには、選択したエレメ

ントの詳細が表示されます。

製品統合パック・ビュー

製品統合パック・ビューには、Taleo製品の統合オファリング全体が使用可能な標準コンテンツとともに表示されます。

「モデル」

「モデル」セクションには、インストールされている製品統合パックの選択肢が表示されます。各製品には通常1つのモデル

がありますが、後方互換性のために以前のモデルが含まれている場合があります。
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表示されている製品モデルの辞書の状態が示されます。カスタム・フィールドの同期ボタン を使用すると、Taleo製

品内にあるユーザー定義フィールドでデータ辞書を更新できます。

「辞書」タブ

 

 

「辞書」タブには、ビジネス・モデルで使用できるエンティティが示されます。これらのエンティティは、タイプするたびに更新さ

れるフィルタ・ボックス、あるいはエクスポートまたはインポートに使用できるフィルタ・ボタンで検索できます。

各エンティティには、一連のフィールドおよび関係があります。関係をダブルクリックすると、関連するエンティティに移動し、

戻るボタン を押すと、元のエンティティに戻ることができます。
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「サービス」タブ

 

 

「サービス」タブには、この製品で使用可能なサービスがリストされます。サービスは、タイプするたびに更新されるフィルタ・

ボックスを使用して検索できます。使用可能な操作は各サービスによって異なります。
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「テンプレート」タブ

 

 

インポート・テンプレートは、対象となるエンティティのインポート仕様を作成するために使用します。テンプレートに用意さ

れている列は、Taleo製品の統合プロセスで一般的なものです。

エクスポート・テンプレートは、対象となるエンティティのエクスポート仕様を作成するために使用します。テンプレートに用

意されているプロジェクション（フィールド）は、Taleo製品の統合プロセスで一般的なものです。

エクスポート・フィルタは、エクスポート仕様の特定のフィルタ・エレメントとして使用します。製品統合パックのエクスポート・

フィルタリング・エレメントは、エクスポートの準備ステップの実行時にのみ解決されます。つまり、ソース・エクスポート・ファイ

ルには、フィルタリングの定義は含まれておらず、フィルタリング名への参照のみが含まれています。
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「ログ」ビュー

「ログ」ビューには、様々なエディタおよびビューで生成されたすべてのエラー・メッセージが表示されます。

 

 

• 最初の列には、メッセージの重要度がアイコンで示されます。

• 「日付」列には、エラーの日付が表示されます。

• 「ソース」列には、エラーのソースが表示されます。

• 「メッセージ」列には、エラー・メッセージが表示されます。

「診断」ビュー

「診断」ビューには、現在のエディタに関連した警告またはエラーが表示されます。

• 最初の列には、診断メッセージが生成されたエディタのタイプがアイコンで示されます。

• 2番目の列には、メッセージの重要度がアイコンで示されます。

• 「ファイル」列には、メッセージが生成されたエディタのファイル名が表示されます。

• 「メッセージ」列には、診断メッセージの実際の摘要が表示されます。

• 「詳細」列には、追加の詳細が表示されます。

「ジョブ」ビュー

ジョブ・ビューは、バックグラウンドで実行されているジョブを一覧表示します。

「文書」ビュー

「文書」ビューには、「エンティティ」ビューまたは製品統合パックビューで選択したエレメントについて、データ辞書のフィール

ドおよび関係に関する摘要が表示されます。
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デフォルト構成ボード

ボード・エディタ

ボード・エディタを使用すると、エンドポイントおよび記号エレメントを作成し、後で使用するため

にdefault.configuration_brd.xmlファイルに保存できます。

デフォルト構成ボードを使用すると、エンドポイントおよび記号情報を1つのファイルで集中管理することによって、ある環

境から別の環境（ステージングから本番、WindowsからUnix/Linux）への移行が容易になります。

デフォルト構成ボード・ファイルの場所は、[TCC_HOME]\system\default.configuration_brd.xmlです。集中管理さ

れた記号およびエンドポイントを使用するには、このパスおよびファイルを本番環境（Windows、Unix、Linux）にコピー

する必要があります。
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構成ボードのエレメント

すべての構成ボード・エレメントの順序付けされたリストが表示されます。「削除」ボタンを押すと、選択したボード・エレメ

ントが削除されます。「追加」ボタンを押すと、新しいボード・エレメントが作成されます。

エンドポイントのエレメント

• 「一般」

参照名は、エンドポイント情報が要求された場合に、順序付けされたリストおよびプルダウン・メニューに表示されま

す。

「デフォルト」チェック・ボックスを選択すると、選択したエンドポイントがデフォルトで使用されるように割り当てられます。

• エンドポイント

エンドポイント・セクションには、Taleo環境への実際の接続情報を設定します。

プロトコル: TaleoゾーンではHTTPSが使用されます

「ホスト」: 本番ゾーン名またはステージング・ゾーン名（たとえば、acme.taleo.netまたはstgacme.taleo.net）。

ポート: Taleoゾーンではポート443が使用されます

通信パスは、デフォルトで設定できるほか、フル・パスで、またはサービス・ディスパッチャのパスとサービス名の組合せで

直接指定できます。完全なWebサービス・パスを指定することもできます。

• 認証

認証セクションでは、要求の認証コンテキストを指定します。

テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。

Taleo環境に接続するための最低限の要件は、ユーザー/パスワードのHTTP基本認証です。

ユーザー名トークン認証を指定すると、すべてのファイルのパスワードを暗号化することによってセキュリティが向上しま

す。

記号エレメント

 

 

記号は構成ファイル内の任意の場所で使用することができ、その値は統合ジョブが実行されたときに解決されます。名

前と値のペアを次に示します。

たとえば、Name=OUTPUT_FOLDERおよびValue=c:\tcc\outputです。記号は、構成ファイル内で使用されたとき

に、デフォルト構成ボードに設定された値に解決されます。
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注意: Windowsでは、バックスラッシュ（\）およびフォワード・スラッシュ（/）がパス・デリミタとしてサポートされます。本番ゾー

ンおよびステージング・ゾーンがUNIXまたはLinuxオペレーティング・システムで実行されている場合は、それらのシステム

でサポートされるパス・デリミタはフォワード・スラッシュのみであるため、構成ファイル内でフォワード・スラッシュを使用するこ

とをお薦めします。これにより、構成ファイル内のファイル・パスを変更する必要がなくなり、ステージング環境から本番環

境への統合構成の移動が簡略化されます。

• NOW (“DateTimePattern”)

記号は現在の日時に置き換えられます。日時は1回の構成の実行で一度だけ解決されます。このため、前処理ス

テップでNOW( )記号が参照された場合は、そのときに解決された値となります。

デフォルトの日付書式は、NOW(“yyyyMMdd'T'HHmmss”) = 20080702T10:12:00です。

時間書式は、サポートされている任意の日時のパターン（たとえば、NOW(“EEE, MMM d, yyyy”) = Wed, Jul 2,
2008）を使用して指定できます。

サポートされる日時のパターンについては、http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/text/
SimpleDateFormat.htmlを参照してください。

• NUMBER_FORMAT ([symbolName])("pattern")

この記号はフォーマットされた数値に置き換えられます。このトークンには、フォーマットするための数値、およびフォー

マットするための数値に適用するパターンの2つのパラメータがあります。

パターン・パラメータは、次の文字を使用して構成できます。

• 0 - 数字
• # - 数字。ゼロの場合は表示されません
• . - 小数点または通貨の小数点
• , - グループ化のためのセパレータ

たとえば、[NUMBER_FORMAT([itk_attribute_count])("0000000000000")]また

は[NUMBER_FORMAT([itk_attribute_count])("#,##0.00")]です
• CFGFOLDER

この記号は構成ファイルのフォルダの場所に置き換えられます。

構成ファイルの場所はc:\tcc\myjob\candidateexport_cfg.xmlです。

トークンは実行時にc:\tcc\myjobに置き換えられます。
• UUID

この記号はUniversally Unique Identifierに置き換えられます。これは、ワークフロー識別子に使用できるトークン

と同じです。
• HOST

この記号は、ワークステーションのホスト名に置き換えられます。これは、ワークフロー識別子に使用できるトークンと

同じです。
• RANDOM

この記号はランダムな整数に置き換えられます。これはUUIDと同じ目的を持ちますが、それより小型（32ビット）で

す。グローバルに一意である保証はありません。
• SYSTEMPROPERTY(“system.property.name”)

この記号は指定されたプロパティ名に置き換えられます。

たとえば、[SYSTEMPROPERTY(“java.io.tmpdir”)]/tccの場合、システムのデフォルト一時ディレクトリのtccフォ

ルダの一時ファイルが置き換えられます。
• 記号値の上書き
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コマンドラインからTCCを実行する場合は、次のパターンでシステム・プロパティを指定することによって、記号を上書

きできます: com.taleo.client.symbol.TOKEN_NAME

たとえば、デフォルト構成ボードに定義されている[OUTPUT_FOLDER]記号を上書きするには、TCCを起動すると

きに次のシステム・プロパティを指定します:

-Dcom.taleo.client.symbol.OUTPUT_FOLDER=c:\folder\override

エンドポイントの作成

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中であること。

ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>構成ボード

ボード・エディタがオープンします。

2. 「追加」をクリックします。

ポップアップ・ダイアログがオープンします。

3. 新規エンドポイント・エレメントの追加を選択します。

4. 「OK」をクリックします。

新しいエンドポイント・ボード・エレメントがリストに表示されます。

5. エンドポイント情報を入力します。

a) 参照名を入力します。

b) このエンドポイントがデフォルトのエンドポイントとして設定されるように選択します。

c) プルダウン・メニューからプロトコルを選択します。

d) ホスト名またはIPアドレスを入力します。

e) ポート番号を入力します。Taleo製品ではポート443が使用されます。

f) サービス・ディスパッチャ・パスを選択し、必要に応じて情報を入力します。

g) 認証方法を選択します。

h) ユーザー名を入力します。

i) パスワードを入力します。

6. 「保存」をクリックします。

7. ボード・エディタをクローズします。

記号の作成

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中であること。

ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>構成ボード

ボード・エディタがオープンします。
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2. 「追加」をクリックします。

ポップアップ・ダイアログがオープンします。

3. 新規記号エレメントの追加を選択します。

4. 「OK」をクリックします。

新しい記号ボード・エレメントがリストに表示されます。

5. 記号名を入力します。

6. 記号値を入力します。

7. 「保存」をクリックします。

8. ボード・エディタをクローズします。



29 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

インポート

インポート・エディタ

インポート・エディタでは、カンマ区切り値（CSV）ファイルをTaleo製品にアップロードするための仕様を作成します。

各サービス操作では、単純な値または辞書エンティティであるパラメータのリストがサポートされます。各列は、特定のパラ

メータに関連付けられています。エンティティ・タイプ・パラメータの場合、各列はエンティティ自体のフィールドまたは関係に

関連付けられています。

「一般」タブ

「一般」タブには、ロード・ファイル全体に適用される情報が表示されます。

操作情報

操作情報には、使用されているTaleo製品オファリングのインポート・サービス操作が表示されます。この情報は、イン

ポート仕様ファイルの作成時に設定され、変更できません。

表示される内容:

• 「製品」
• 「モデル」
• 「サービス」
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• 「操作」

「ロケール」

デフォルトのロケール方法が選択されている場合、列に対して多言語値をアップロードするときに、「ロケール」によって使

用される言語が決まります。

多言語フィールド（摘要など）のデフォルト言語をプルダウン・リストから選択します。

その他の情報

CSVの形式によって、要求メッセージの特性が決まります。

ヘッダーありを選択した場合は、ソース・ファイルの最初のレコードに列のヘッダーが含まれていることを示します。これは、

ヘッダー行の値が実際のアップロード・レコードとして使用されないようにするために必要となります。

値デリミタには、特定のレコード内の値を区切るために使用される文字を指定します。CSVファイルの値は、カンマ（,）、

パイプ（|）またはその他の文字で区切ることができます。CSVファイルの値デリミタにはカンマを使用することをお薦めしま

す。

引用符文字には、特殊文字（値デリミタなど）が含まれている可能性がある特定の値を引用する（つまり、囲む）ために

使用される文字を指定します。引用符文字には二重引用符（"）を使用することをお薦めします。

二重引用符文字が埋め込まれたフィールドは、二重引用符文字で区切る必要があります。また、埋め込まれた二重

引用符文字は、2つの二重引用符として表す必要があります。たとえば、「width 50”」の場合:

• 「true,“width 50”” etc”,abc」は有効です
• 「true,“width 50” etc”,abc」は無効です

「拡張」: その他のインポート・オプション

最初にインポートされるエンティティの前および最後にインポートされるエンティティの後に、統合プロセッサはTaleo環

境で特定のコードを実行します。必須の統合プロセッサは、目的のインポート・サービスを選択すると自動的に追

加されます。OLFエンティティのインポートの場合は、「olf」統合プロセッサが追加されます。部門の削除の場合は、

「maintenance」統合プロセッサが追加されます。

追加のインポート・オプションは、統合文書を処理するときに特定の動作を切り替えるために使用されます。名前と値の

ペアを次に示します。

• switch.system.maintenance

このオプションを使用すると、組織、場所またはJobField（OLF）をインポートするときに、または部門を削除するとき

に、自動的にゾーンをメンテナンス・モードに切り替えることができます。
• 指定できる値:

• always: 統合プロセッサによって、ゾーンがメンテナンス・モードに切り替えられます。
• never: OLFエンティティのインポートまたは部門エンティティの削除を行うと、結果ファイルに「変更を行うには、シ

ステムをメンテナンス・モードにする必要があります。」と表示されます。
• non.updatable.fields

更新不可のフィールドの更新を試みる場合の特殊な動作。新しいエンティティを作成するためにいくつかの値が必要

だが更新できない場合に、マージ・サービスを呼び出すときに非常に便利です。
• 指定できる値:

• error: インポート時に更新不可のフィールドが見つかると、レコードの更新が失敗します。これはデフォルトの動作

です。
• error.different: 更新不可のフィールドの値を変更しようとすると、レコードの更新が失敗します。
• warn: フィールド値は更新されません。値が更新されなかったことを示す警告が、統合メッセージ内にログ記録さ

れます。
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• info.import.limit

このオプションを使用すると、日次インポート制限およびカウントに関する情報を取得できます。

• 指定できる値:

• true: 応答SOAP文書に、info.import.daily.limit属性およびinfo.import.daily.count属性が含められます。

• false: 制限属性およびカウント属性は、応答SOAP文書に含められません。

• progress.interval

要求の進捗をモニター上で更新するために使用される間隔（処理されたレコード数）を定義します。たとえ

ば、2000レコードが含まれている要求で値100を設定すると、TCCに送信される進捗更新の回数が20回に制限さ

れます。

• 指定できる値:

正数。デフォルト値は1です。
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「列」タブ

列は、ソース・ファイルのレコードの特定の値の変換ルールを定義します。

 

 

「列」

インポート仕様のすべての列の順序付けされたリストは、「エンティティ」ビューの「構造」セクションからフィールドをドラッグ・

アンド・ドロップすることによって作成します。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序でフィールドを

ソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択した列が削除されます。「追加」ボタンを押すと、新しい列が作成されま

す。

• 「データ」列

「エンティティ」ビューの「構造」セクションからのフィールド。各種のサービス操作には、データ列として使用できる特定の

パラメータが用意されています。
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• 「ロケール」列

ロケールを示す特殊な列。多言語フィールドのレコードのロケール・タイプとともに使用されます。
• 「識別子」列

「識別子」列を追加すると、結果ファイルのエラー・メッセージのトラブルシューティングが容易になります。これ

はTaleo製品では処理されません。

レコードのキー・フィールドと同じ値を使用します。成功、エラーまたは失敗の記述とともに結果ファイルに返されます。
• 「無視」列

「無視」列は処理されません。顧客システムで生成される列に相当するものがTaleo製品にない場合に使用しま

す。

インポート・フィールドにはいくつかのタイプがあります。

• 検索または参照フィールドは虫眼鏡アイコンで示されます。
• キー・フィールドは、オレンジ色の鍵のアイコンで示されます（値を検索または参照に使用するを選択すると表示され

ます）。
• 更新不可のフィールドは、赤い丸のアイコンで示されます。
• ユーザー定義フィールド（UDF）は人のアイコンで示されます。

以降の項では、多くの列オプションを設定できます。一部のオプションはフィールド固有です。これらのオプションを設定す

るには、列をクリックしてオプションを選択します。

列情報

「ヘッダー」は、情報目的のみで、列を識別するために使用されるラベルです。実際の統合プロセスでは、値は無視され

ます。

「フィールド」エントリは、ルート・エンティティの実際のフィールドを示します。値はエンティティ構造ビューからドラッグできま

す。

動作

動作セクションでは、値がインポートに提供する情報の種類を指定します。

値を検索または参照に使用する: Taleo製品内で既存のエンティティを検索するために列を使用できます。検索に

は2種類あります。

• キー列の検索: 検索値はルート・エンティティを対象としています。鍵のアイコンで列がマークされています。このた

め、Taleo製品内のエンティティを実際に検索するためにキーが使用されます。レコードには複数のキーを設定して検

索を絞り込むことができます。ただし、更新は一度に1つのエンティティにのみ実行できます。このため、それらの検索

キーは、エンティティを返さないか、1つのエンティティのみを返すことになります。その他の結果はエラーとなります。
• 参照列の検索: 検索値はルート・エンティティを対象としていません。参照アイコンで列がマークされていま

す。Taleo製品内のあるエンティティと別のエンティティの関係を作成するために使用されます。参照の一般的な例は

場所です。たとえば、カナダの求人を作成する場合は、新しいカナダのエンティティを作成するのではなく、カナダの場

所にエンティティをリンクする必要があります。特に、ルート・エンティティのフィールドは参照できません。このタイプの検

索には、関係が必要となります。

• 「ターゲット」: スタンドアロン・フィールドではなく、別のエンティティへの関係であるフィールドをインポートする場合は、

メイン・エンティティを更新するのではなく、ターゲットを参照する値を使用して、それをメイン・エンティティにバインドし

ます。たとえば、ユーザーのインポートの検索キーとして「ログイン名」を使用する場合は、「参照」ボタンをクリックして

「ユーザー」を選択します。
• この値をエンティティにも設定する: 選択すると、インポートによってフィールドの更新が試みられることを意味します。

参照では動作しませんが、検索では動作します。たとえば、候補者をインポートする場合にEメール・アドレスを検索

キーとして使用すると、新しい候補者が作成される場合にEメール・アドレスも設定されます。
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コレクションの新規エレメントを開始する: 1つのエンティティには関係が複数存在する可能性があるため、一部の関係は

コレクションになります。基本質問表インポート・テンプレートの複数回答の質問では、複数の回答を使用する必要があ

ります。これをサポートするには、PossibleAnswersコレクションの新しいPossibleAnswerエレメントを開始するように

各「回答」列（Question、PossibleAnswers、Descriptionフィールド）をマークします。

• 「ターゲット」: たとえば、2つのジョブ特定応募を、各応募に対して少なくとも1つの職務経歴を持つ同じ候補者用に

インポートする場合、1番目と2番目の求人のコレクションの「ターゲット」をPreselectionApplicationに変更して、値

を検索または参照に使用するオプションの「ターゲット」をそのままにします。

新規パラメータ・コレクション項目を開始する: このオプションの動作は、コレクションの新規エレメントを開始すると同じで

すが、エンティティではなくパラメータに対するものです。たとえば、候補者移動（CSW）の複数の理由をインポートする場

合、パラメータ・リスト・ボックスで理由を見つけて、理由ごとにこのオプションを選択する必要があります。このオプションは

あまり使用されません。

値が空の場合は列をスキップする: ファイルに提供された値が空の場合は、列が無視されます。これは主に、エンティ

ティ・フィールドがオプションで、空の文字列が有効な値としてサポートされない場合です。基本質問表インポート・テンプ

レートでは、すべての質問に対して同じ数の回答があるわけではありません。ただし、質問への空の回答はインポートで

きません。これらの制限の両方をサポートするには、回答に関連するすべての列をオプションとしてマークします。CSVファ

イルには各行の値の合計数が必ず含まれている必要がありますが、空の値がある場合、回答は作成されません。

値は添付するファイルの場所です: エンティティに添付されるファイルの場所を列の値に指定します。そのような場合に、

ファイルをT-XML文書に埋め込むときは、ファイルのコンテンツがG-ZIPアルゴリズムを使用して圧縮され、データの整合

性を保障するためにベース64スキームでエンコードされます。たとえば、候補者に添付するファイルのローカル・システムで

の場所が含まれるようにCurriculumVitaeLocation列（AttachedFiles、Contentフィールド）を構成します。ファイルを

準備、圧縮または暗号化する必要はなく、Taleoでサポートされるすべてのフォーマットが受け入れられます（HTML、テ

キスト、Microsoft Wordなど）。

コレクションをリセットする: TCCでのこのパラメータのデフォルトであり指定可能な唯一の値はTRUEです。デフォルトの動

作を変更するには、CSVファイルの対応する列に値FALSEを入力します。CSVファイルに設定された値によって、その

パラメータのデフォルトのTCC値が上書きされます。

コレクションをリセットするがTRUEの場合、そのコレクションのエレメントは削除されて存在しないため、それらのエレメント

は値を検索または参照に使用するパラメータをチェックしません。

リセット可能な関係のリストについては、製品データ辞書を参照してください。

多言語フィールド

多言語フィールドはいくつかの構成でインポートできます。

• デフォルト・ロケール: 「一般」タブに設定されているデフォルト・ロケールがその列に使用されます。

• 特定のロケール: 「ロケール」プルダウン・メニューで設定したロケールがその列に使用されます。

• レコードのロケール: 「ロケール」列を使用して、フィールドのロケール値が識別されます。列にこのオプションを選択した

場合は、ロケール列が1つ存在する必要があります。この列の値は、標準のロケール・コード（「en」、「fr」など）である

必要があります。

拡張オプション

拡張オプションは、列値を処理するときの特定の動作を切り替えるために使用します。名前と値のペアを次に示します。

• default.value

顧客CSVファイルで値が設定されていない列に、デフォルト値を指定できます。値が空の場合は列をスキップするが

選択されている場合、処理は実行されません。

• updatable
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一部のフィールド値は、ターゲット・アプリケーションに一度（通常は作成操作時に）送信する必要があるのみです。

列が更新不可として定義されると、その列に含まれるフィールド値は、更新操作でターゲット・アプリケーションに送信

されません。この拡張オプションは正味変更に固有のものです。

• 指定できる値:

• true: フィールドが更新されます（デフォルト）

• false: フィールドは更新されません

処理手順タブ

処理手順を使用すると、フィールドおよび関係に対するインポート処理をカスタマイズおよび拡張できます。

処理手順は、TCCのインポートで使用できるすべてのフィールドまたは関係に設定できる名前と値のペアです。属性名

は、TCCのコンポーネントが理解できる定義済の文字列であり、特別な処理が必要であることを示します。手順は、特

定の手順に従ってインポートの前または後に、TCCによってローカルに処理されます。

 

 

処理手順リスト

処理手順を必要とするすべてのフィールドおよび関係の順序付けされたリストは、「エンティティ」ビューの「構造」セクション

からドラッグ・アンド・ドロップすることによって作成します。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序で

フィールドおよび関係をソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択したフィールドおよび関係が削除されます。「追加」

ボタンを押すと、空の処理手順サブジェクトが作成されます。
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処理手順

• 「パス」

処理手順が指定されたフィールドまたは関係のパス。

空の処理手順サブジェクトの場合は、有効なフィールドまたは関係へのパスを手動で入力できます。

• 「インストラクション」

「追加」ボタンを押すと、手順の名前と値のペアを入力できます。TCCが理解できるのは定義済の手順のみです。

無効な手順または不明な手順を設定すると無視されるため、何も行われません。

「削除」ボタンを押すと、選択した手順が削除されます。

新しいインポート・ファイルの作成

前提条件

Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザード>「次」
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2. 使用可能な製品モデルのいずれかからサービスを選択します。

a) プルダウン・メニューから製品を選択します。製品に基づいてモデルが自動的に選択されます。

b) リストからインポート・サービスを選択します。使用可能なサービスには、操作対象のエンティティと同じ名前が

付けられています。フィルタを使用して、選択肢を絞り込むことができます。

3. ファイル・ベースを選択します。

新規インポート仕様の作成がデフォルトで選択されます。この場合は、空のインポート仕様が作成されます。

a) プルダウン・メニューから「操作」を選択します。

特定の基本サービスには、テンプレートを使用できます。それらのサービスのいずれかを選択した場合は、次のイ

ンポート・テンプレートを使用するが使用可能になります。これを選択すると、設定済のインポート仕様が作成さ

れます。

a) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。

b) プルダウン・メニューからテンプレートを選択します。
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4. 「終了」をクリックします。

新しいインポート仕様がインポート・エディタに表示されます。

新しいインポート・ファイルの保存

前提条件

新しいインポート仕様ファイルをインポート・エディタでオープンしていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「保存」

2. ディレクトリを選択します。

3. ファイル名を入力するか、ディレクトリ内の既存のファイル名を選択します。

4. ファイル・タイプを選択します。

5. 「保存」をクリックします。

既存のインポート・ファイルのオープン

前提条件

Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>「インポート」

2. ディレクトリを選択します。

3. ディレクトリ内のファイルを選択します。

4. 「オープン」をクリックします。

インポート仕様の作成

ステップ

1. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

2. 「列」タブをクリックします。

3. 列を作成します。

a) 必要なフィールドをエンティティ構造ビューから列ビューにドラッグ・アンド・ドロップします。

b) 列の動作を設定します。

4. ファイルを保存します。

CSVファイルの作成

前提条件

構成して保存したインポート仕様がインポート・エディタでオープンされていることを確認します。

ステップ

1. サンプルCSVファイルの生成 をクリックします。
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インポート仕様の列が含まれているサンプルCSVファイルが、デフォルトのエディタでオープンします。

2. 列データを入力します。

3. CSVファイルとして保存します。

デフォルトCSVエディタの変更

前提条件

TCCがオープンされていること。

ステップ

1. 「プリファレンス」ウィンドウをオープンします（ウィンドウ>プリファレンス>「クライアント」>「設計」）。

2. 「クライアント」>「設計」を選択します。

3. サンプルCSVビューアで、オープン・ウィンドウ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

4. 新しいCSVエディタのフォルダに移動します。

a) CSVエディタを選択します。

b) 「オープン」をクリックします。

新しいデフォルトCSVエディタのパスと名前が、サンプルCSVビューアのダイアログ・ボックスに表示されます。

5. 「適用」をクリックして、「OK」をクリックします。
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エクスポート

エクスポート・エディタ

エクスポート・エディタは、特定のTaleo製品バージョンのビジネス・モデルを使用して、Taleo製品から抽出される情報の

仕様を作成します。

各エクスポートは、すべてのフィールドおよび関係が定義されるルート・エンティティを基にしています。そのエンティティから

フィールドおよび関係を選択（射影）して、Taleo製品から抽出できます。

「一般」タブ

「一般」タブには、エクスポート・ファイル全体に適用される情報が表示されます。

エンティティ情報

エンティティ情報には、エクスポートするTaleo製品オファリングのエンティティが示されます。この情報は、エクスポート仕様

ファイルの作成時に設定され、変更できません。

表示される内容:
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• 「製品」

• 「モデル」

• 「エンティティ」

「ロケール」

デフォルトのロケール方針が選択されている場合、プロジェクションで多言語フィールドを抽出するときに使用されるデフォ

ルトの言語は「ロケール」によって決まります。

多言語フィールド（摘要など）のデフォルト言語をプルダウン・リストから選択します。

その他の情報

「別名」は問合せを識別するために使用され、返された結果は副問合せで再使用されます。

エクスポート・モードには、抽出された情報を応答メッセージで返す方法を指定します。

• 「T-XML」: 構造化XML形式（ツリー・ビューと似ています）を使用して、データを表します。このモードは複数の関係

が含まれる複合データ・セットに適しています。たとえば、新規採用とその応募、関連する求人（ジョブ・オファー）情

報、職務経歴、学歴エレメントなどをエクスポートする場合です。T-XML形式の主な2つの制限は、ビジネス・モデル

のフィールドのみが許可されること、および構造形式であるために他のモードのほうが大量エクスポートのパフォーマン

スに優れていることです。

• 「XML」: フラットXML形式（表形式のリストまたはExcelのスプレッドシートに似ています）を使用して、データを表し

ます。このモードは、関係を持たない単純なデータ・セット、または直接の関係のみを持つ単純なデータ・セットの大

量エクスポートに適しています。たとえば、Taleo製品のすべてのユーザー、または現在オープンしているすべての求人

をエクスポートする場合です。XMLモードの主な制限は、n項関係がある場合、関係の組合せごとに1レコードがエク

スポートされることです（たとえば、2つの職務経験と3つの学歴エレメントを持つ候補者の場合は、合計6レコードが

エクスポートされます）。

• CSVエンティティ: T-XMLエクスポート・モードに基づいて、複数の値および多言語フィールドを処理します。ルート・

エンティティに関連するすべてのデータが、同じ行に配置されます。列に複数の値（最大カーディナリティ"N"の多言語

または関係）が含まれている場合、値は単一の列内で直列化されます。重複防止、グループ化および結合の機能

は、CSVエンティティのエクスポート・モードではサポートされません。

• CSVレポート: フラット・ファイル形式（Excelスプレッドシートとして直接インポートできます）を使用して、データを表し

ます。このモードでは、XMLモードとまったく同じ情報がエクスポートされるため、同じ長所および短所があります。

次の情報はCSVモードにのみ適用されます。

ヘッダーありを選択すると、プロジェクションの別名およびフィールド名が最初のレコードとしてエクスポートされることを示し

ます。

値デリミタには、特定のレコード内の値を区切るために使用される文字を指定します。エクスポートではデフォルトでカンマ

（,）文字が使用されます。

引用符文字には、特殊文字（値デリミタなど）が含まれている可能性がある特定の値を引用する（つまり、囲む）ために

使用される文字を指定します。エクスポートではデフォルトで二重引用符（"）文字が使用されます。

レコード区切りには、ファイル内のレコードを区切るために使用される文字を指定します。エクスポートでは、デフォルトで

改行文字が使用されて、各レコードが別の行になります。

「拡張」: その他のエクスポート・オプション

「拡張」エクスポート・オプションは、Taleo認定スペシャリストが特定の大量の抽出のパフォーマンスをチューニングするた

めにのみ使用します。

大きなグラフ: オブジェクトを1つの大きなチャンクではなくタイプごとにロードする必要があることを示すフラグを有効にしま

す。大きなグラフをロードする場合は、タイプごとにロードするほうが効率的です。
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追加のエクスポート・オプションは、統合文書を処理するときに特定の動作を切り替えるために使用されます。名前と値

のペアを次に示します。

• info.export.limit

このオプションを使用すると、日次エクスポート制限およびカウントに関する情報を取得できます。

• 指定できる値:

• true: 応答SOAP文書に、info.export.daily.limit属性およびinfo.export.daily.count属性が含められます。

• false: 制限属性およびカウント属性は、応答SOAP文書に含められません。

• progress.interval

要求の進捗をモニター上で更新するために使用される間隔（処理されたレコード数）を定義します。たとえ

ば、2000レコードが含まれている要求で値100を設定すると、TCCに送信される進捗更新の回数が20回に制限さ

れます。

• 指定できる値:

正数。デフォルト値は1です。

プロジェクション・タブ

プロジェクションでは、返されるエンティティのフィールドを定義します。

プロジェクションの使用方法は、エクスポート仕様のモードによって大きく異なります。

• T-XMLまたはCSVエンティティ・モードを使用している場合、使用可能なプロジェクションはフィールド・プロジェクション

のみです。プロジェクションの順序は重要ではありません。これは、フィルタリング・エレメントを使用してエンティティが判

別された後に、抽出用に選択されるビジネス・モデルのエレメントを識別するのにプロジェクションが使用されるためで

す。

• フラット・モード（XMLまたはCSVレポートなど）を使用している場合は、プロジェクションに変換が含まれることがありま

す。このモードでは、作成される文書の列がそれぞれのプロジェクションによって表されるため、プロジェクションの順序

は重要です。
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プロジェクション

エクスポート仕様のすべてのプロジェクションの順序付けされたリストは、「エンティティ」ビューの「構造」セクションからフィー

ルドをドラッグ・アンド・ドロップして作成します。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序でプロジェク

ションをソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択したプロジェクションが削除されます。「追加」ボタンを押すと、新し

いプロジェクションが作成されます。

• フィールド・プロジェクション

フィールド・プロジェクションは、最も一般的なプロジェクションであり、ビジネス・モデルのエレメントを直接表します。

フィールド・プロジェクションの「別名」はオプションです。「別名」が指定されていない場合は、パス自体が使用されま

す。「フィールド」はビジネス・モデルをナビゲートするパスで定義し、パスはエクスポート仕様に設定されているルート・

エンティティから始めます。

多言語フィールド・プロジェクションの場合は、抽出されたロケール値を「ロケール」で選択できます。「フィルタ」ウィンド

ウは、「フィールド」のオープン・ウィンドウ・ボタンを押すとオープンします。 

• フォーマット済日付プロジェクション
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フォーマット済日付プロジェクションでは、フィールドの日付書式を変更できます。フォーマット済日付プロジェクションの

「別名」は必須です。「日付」フィールドはビジネス・モデルをナビゲートするパスで定義し、パスはエクスポート仕様に

設定されているルート・エンティティから始めます。日付書式は、日付エレメントの表示を定義します。

• 関数プロジェクション

使用可能な関数は、Add、Add days、Add weeks、Add months、Add
years、Average、Cast as date、Cast as number、Cast as
timestamp、Concatenate、Count、Decode、Divide、Greatest、Least、Maximum、Minimum、Multiply、Power、Replace、Replace
null、Replace null or not、Round、Substring、Subtract、Subtract date、Sum、To char、To end of
day、To start of day、To lower-case、To upper-case、TrimおよびTruncateです。

関数プロジェクションの「別名」は必須です。追加ボタンおよび削除ボタンを押すと、パラメータが追加および削除され

ます。「上へ」および「下へ」記号を押すと、選択したパラメータが移動します。使用可能な関数パラメータのデータ・タ

イプは、文字列、ブール、整数、ロング、浮動小数点、ダブル、日付、日付/時間およびフィールドです。パラメータ値

は、選択したデータ型と一致している必要があります。

• 多言語フィールド・プロジェクション

関連するエンティティ・フィールドの言語コードをCSVレポート形式でエクスポートできます。多言語フィールド・プロジェ

クションの「別名」はオプションです。「別名」が指定されていない場合は、パス自体が使用されます。エクスポートされ

る値は、言語コード（2）またはロケール・コード（en）です。

• 複合プロジェクション

複合プロジェクション・ペインにSQ-XMLコードを挿入します。
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「フィルタ」タブ

フィルタによって、Taleo製品から抽出されるエンティティが判別されます。

 

 
「フィルタ」

フィルタの使用方法はすべてのエクスポート・モードで同じです。フィルタリングは論理積に組み合されてエンティティが選

択されるため、フィルタリング・エレメントの順序は重要ではありません。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、

必要な場合に、フィルタをソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択したフィルタが削除されます。「追加」ボタンを押

すと、新しいフィルタが作成されます。

• 簡易フィルタ

フィールドのフィルタリングでは、フィールドの値に基づいてエンティティが選択されます。フィールドは、フィールド自体と

同じタイプの特定の値と多くの方法で比較できます。

使用可能な演算子は、「次の範囲」、「次と等しい」、「次と等しい」(NULLを許可します)、「次と等しくない」、「次

よりも大きい」、「以上」、「NULLである」、「NULLではない」、Trueである、Falseである、「次よりも小さい」、「以

下」、「次を含む」（大文字/小文字が区別されます）、「次を含む」（大文字/小文字が区別されません）、「次と一
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致」（大文字/小文字が区別されます）、「次と一致」（大文字/小文字が区別されません）および「最終実行日」で

す。

「最終実行日」を指定すると、最後のエクスポート以降に追加または変更されたレコードがフィルタ処理されます。

• 複合フィルタ

複合フィルタ・ペインにSQ-XMLコードを挿入します。

• テンプレートのフィルタ

テンプレート・プルダウン・メニューに、エンティティを選択するために使用可能なテンプレートが表示されます。

単一パラメータ/パラメータなし演算子フィルタ

単一パラメータ演算子フィルタには、引数を指定する必要があります。パラメータのない演算子フィルタの引数は演算子

に埋め込まれます。

使用可能なパラメータのデータ・タイプは、文字列、ブール、整数、ロング、浮動小数点、ダブル、日付、日付/時間およ

びフィールドです。
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「ソート」タブ

「ソート」では、選択したエンティティがTaleo製品から返される順序を定義します。

 

 

「ソート」

ソートの使用方法はすべてのエクスポート・モードで同じです。1番目のソートが最初に適用され、後続のソートは一致し

たエンティティにのみ適用されるため、ソート・エレメントの順序は重要です。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用する

と、必要な順序でソート・エレメントを配置できます。「削除」ボタンを押すと、選択したプロジェクションが削除されます。

「追加」ボタンを押すと、新しいソート・エレメントが作成されます。

• フィールドのソート

フィールドのソートは、最も一般的なソートであり、フィールドの値に基づいてエンティティが並べ替えられます。唯一の

オプションはソートの「順序」（「昇順」または「降順」）の選択です。

• 複合ソート

複合ソート・ペインにSQ-XMLコードを挿入します。
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• フィールド・ベースのプロジェクション・ソート

T-XMLまたはCSVエンティティにエクスポートする場合、フィールド・ベースのプロジェクション・ソートを使用すると、サブ

エンティティのソート順序を指定できます。唯一のオプションはソートの「順序」（「昇順」または「降順」）の選択です。

• 複合プロジェクション・ソート

複合プロジェクション・ソート・ペインにSQ-XMLコードを挿入します。

「拡張」タブ

「拡張」タブでは、拡張エレメントのSQ-XMLコードをエクスポート仕様に挿入できます。

 

 

「拡張」

「削除」ボタンを押すと、選択したエレメントが削除されます。「追加」ボタンを押すと、新しいエレメントが作成されます。

• サブクエリ

• プロジェクションのフィルタリング

• ソートのフィルタリング
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• グループ化

• 結合

新しいエクスポート・ファイルの作成

前提条件

Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規エクスポート・ウィザード>「次」

2. 使用可能な製品モデルのいずれかからエクスポート可能なエンティティを選択します。

a) プルダウン・メニューから製品を選択します。製品に基づいてモデルが自動的に選択されます。

b) リストからエクスポート可能なエンティティを選択します。フィルタを使用して、選択肢を絞り込むことができま

す。

3. ファイル・ベースを選択します。
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新規エクスポートの作成がデフォルトで選択されます。この場合は、空のエクスポート仕様が作成されます。

特定のエンティティにはテンプレートを使用できます。それらのエンティティのいずれかを選択した場合は、テンプ

レートからエクスポートを作成するが使用可能になります。これを選択すると、設定済のエクスポート仕様が作成

されます。

a) テンプレートからエクスポートを作成するを選択します。

b) プルダウン・メニューからテンプレートを選択します。

4. 「終了」をクリックします。

新しいエクスポート仕様がエクスポート・エディタに表示されます。

新しいエクスポート・ファイルの保存

前提条件

新しいエクスポート仕様ファイルがエクスポート・エディタでオープンされていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「保存」

2. ディレクトリを選択します。

3. ファイル名を入力するか、ディレクトリ内の既存のファイル名を選択します。

4. ファイル・タイプを選択します。

5. 「保存」をクリックします。

既存のエクスポート・ファイルのオープン

前提条件

Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>「エクスポート」

2. ディレクトリを選択します。

3. ディレクトリ内のファイルを選択します。

4. 「オープン」をクリックします。

エクスポート仕様の作成

ステップ

1. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

2. プロジェクション・タブをクリックします。

3. プロジェクションを作成します。

a) 必要なフィールドをエンティティ構造ビューからプロジェクション・リストにドラッグ・アンド・ドロップします。

b) 「追加」をクリックして、他のタイプのプロジェクションを挿入します。
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4. 「フィルタ」タブをクリックします。

a) 簡易フィルタとして使用するフィールドをエンティティ構造ビューからフィルタ・リストにドラッグ・アンド・ドロップしま

す。

b) 値、データ型および演算子を設定します。

c) 「追加」をクリックして、他のタイプのフィルタを作成します。

5. 「ソート」をクリックします。

a) ソートするフィールドをエンティティ構造ビューからフィルタ・リストにドラッグ・アンド・ドロップします。

b) ソートの順序を設定します。

c) 「追加」をクリックして、他のタイプのソート・フィールドを作成します。

6. 「拡張」をクリックします。

a) 「追加」をクリックして拡張問合せを作成します。

7. ファイルを保存します。
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構成

構成エディタ

構成エディタでは、要求ファイルをTaleo製品に送信して応答ファイルを取得する統合プロセスのワークフローを作成しま

す。

構成では次の項目を定義します。

• 統合プロセス・ワークフローの全体的な動作

• ワークフローの実行に関連付けられるモニタリングのタイプ

• ワークフローの実行でトリガーされるアラート

• 最終的に要求メッセージとしてTaleo環境に送信されるソース・ファイルを処理および変換する方法

• Taleo環境に接続するために必要な接続情報

• Taleo環境から受け取った応答メッセージを処理および変換する方法
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「一般」タブ

「一般」タブには、構成ファイル全体に適用される情報が表示されます。

「ワークフロー」

ワークフロー識別子は、ワークフローの特定の各実行インスタンスを明確に定義するために十分な一意性がある必要が

あります。

「メッセージ・タイプ」には、Taleo環境と交換する要求および応答メッセージの形式を指定します。ワークフロー内で変換

が必要となる可能性があることを除いて、これによって、元の要求メッセージまたは最終的な応答メッセージが制限され

ることはありません。

「製品」はファイルの作成時に選択しています。

「連絡」タイプは、統合手順が送信されるTaleo環境内の場所を定義します。

• 「製品」: メッセージはTaleo製品と直接交換されます。この場合、T-SOAPまたはRS-XMLメッセージ・タイプである

必要があります。
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• ミドルウェア: メッセージはTaleoミドルウェアと交換されます。メッセージ・タイプの要件はありません。

• 混合: この連絡タイプは非推奨であるため、使用しないでください。これは、レガシー・プロセスをサポートするためにの

み表示されています。

T-SOAP形式は、T-SOAPメッセージの構造を定義します。現在のバージョンは2.1.0です。バージョン2.0.0は、レガ

シー・プロセスをサポートするためにのみ使用できます。

一時ファイル・フォルダには、ワークフローの実行中に作成されるファイルを格納する場所を定義します。デフォルトでは、

ワークフローが完了すると一時ファイルが削除されます。

モニタリングのスケジュールを使用可能は、構成実行レコードを維持するかどうかを決定します。実行レコードは、TCCメ

ニュー・バーの「レポート」から選択できるモニタリングのスケジュール・レポートに表示できます。

「要求」/「応答」

初期の要求および最終的な回答のファイル情報です。

「フォーマット」には、メッセージの構造を指定します。

• T-SOAP: 現在のTaleo接続プラットフォームで使用されるメインのメッセージ形式。業界標準のSOAPエンベロープ

でラップされた特定のTaleo固有の情報が含まれています。

• RS-XML: 独自のTaleoレガシー・メッセージ形式。T-SOAP形式と特性は似ていますが、構造が異なります。

• SQ-XML: エクスポート仕様を表す独自のTaleo XML形式。

• 「XML」: 業界標準のXML形式のファイル。

• 「CSV」: 文字区切り値を持つレコードが含まれているフラット・ファイル形式。

• 「テキスト」: プレーン・テキスト形式のファイル。

• 「その他」: その他のファイル形式。

エンコードは、ファイルをエンコードする方法を示します。Taleo環境では、UTF-8エンコードのみがサポートされます。前

処理ステップおよび後処理ステップで変換できます。

ファイル名は3つの方法で指定できます。

• コマンドラインでワークフローの実行を起動するときに、クライアント・パラメータにファイルを指定できます。ランタイム・

パースペクティブのユーザー・インタフェース内でワークフローを実行する場合、このオプションは現在サポートされていま

せん。

• 定義済の値でファイルを指定します。この場合、「ファイル」は単純に初期要求ファイルのディスク上の場所です。

• 識別子を使用してファイルを生成できます。この場合、ファイル名を解決するディスク上の場所を「フォルダ」に定義し

ます。

モニタリング・タブ

Taleo接続クライアントでは、モニタリング機能を使用して、進捗の追跡、およびワークフローの実行の最終的なステータ

スの検査を行うことができます。この機能は、ワークフローの実行の各ステップで更新されたワークフローの結果情報に基

づいています。この情報は、元のXML形式、テキストやHTMLでフォーマットされたバージョン、またはXSL変換を使用し

たカスタム形式でディスクに保存できます。
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モニタリング

モニタリングを使用可能チェック・ボックスは、モニタリングをアクティブにするかどうかを決定します。モニタリングはワークフ

ローの実行に関する主要な情報源であるため、少なくとも1つのタイプのモニタリングを常にアクティブにすることをお薦めし

ます。

モニタリングの場所

「フォルダ」は、すべてのモニタリング・ファイルが格納されるフォルダを示します。この値はデフォルト値から変更できます

が、HTMLモニタリング・タイプを使用している場合は、イメージおよびスタイル・シートのためにWebサブフォルダが必要と

なります。

各ワークフローの実行で固有のモニタリング・ファイルが生成され、各ステップの後に更新されます。モニタリング・ファイル名

には2つの選択肢があります。

• 一意の識別子を使用して、すべてのワークフローの実行で個別のモニタリング・ファイルが作成されるようにします。こ

れにより、特定の実行に関するモニタリング情報が常に提供され、その情報を簡単に取得できるようになります。

• 定数識別子を使用して、対象となる統合プロセスの結果にいつでも簡単にアクセスできるようにします。各実行に

よって前の実行が上書きされますが、インターネット・ブラウザに単純なショートカットを追加して、現在の結果にすば

やくアクセスできます。
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モニタリング・タイプ

モニタリング・タイプ・セクションでは、格納する情報および情報を表示する方法を指定します。

XMLモニタリング・ファイルには、ワークフローの実行によって生成されたすべての情報が含まれています。これは、簡単に

判読することはできず、自動化されたシステムによる処理により適しています。

HTMLモニタリング・ファイルでは、主なモニタリング情報にスタイルを適用し、容易に判読して解釈できるビューが提供さ

れます。

テキスト・モニタリング・ファイルには、モニタリング情報の最低限のサブセットが含まれており、HTMLファイルにアクセスでき

ない本番環境で主に使用されます。

カスタム・モニタリング・ファイルでは、モニタリング情報をパーソナライズしたビューを表示できます。カスタム・ファイル

は、XMLモニタリング・ファイルにXSL変換を適用して生成されます。実際のファイルをディスク上に作成するために、前述

の場所に設定したファイルの場所に付加するファイル拡張子を指定します。

「アラート」タブ

Taleo接続クライアント（TCC）のアラート機能を使用すると、ワークフローの完了または失敗を通知するEメールを受け

取ることができます。

TCCモニタリング機能は、実行時に統合プロセスのワークフローの実行に関する詳細情報を取得する場合に非常に役

に立ちます。ただし、ユーザーが実行をモニターすることが実際的ではないときにプロセスの実行がスケジュールされている

場合は、Eメール・レポートによって、統合プロセスのステータスの通知をユーザーが受け取ることができます。エンド・ユー

ザーは、テキスト、またはXSL変換を使用したカスタム形式でEメールを受け取ることを選択できます。

 

 



57 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

「一般」

メール・ホストのSMTPサーバー・アドレスは、ホストの別名またはIPアドレス、およびサーバーのポートを指定することに

よって設定します。

「完了済」/「エラー」

「完了済」および「エラー」セクションでは、ワークフローが完了したとき、またはエラーが発生して完了したときに、Eメール・

アラートを送信するかどうか、および送信する方法を指定します。

「宛先」には、アラートEメールを受け取る受信者のカンマ区切りのEメール・アドレスのリストを指定します。

「CC」には、アラートEメールのコピーを受け取る受信者のカンマ区切りのEメール・アドレスのリストを指定します。

「件名」には、アラートEメールの件名行を指定します。

アラートEメールは2つの形式で作成できます。

• テキスト形式は、モニタリング情報のプレーン・テキスト・バージョンです。

• カスタム形式は、XMLモニタリング・ファイルにXSL変換を適用して作成します。Eメール受信処理を容易にするため

に、「コンテンツ・タイプ」（つまり、作成されるコンテンツ）も指定できます。

前処理タブ

前処理ステップでは、ソース・ファイルへのすべての処理および変換、およびTaleo環境に要求メッセージを送信する前に

行う必要があるその他のタスクを定義します。
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前処理ステップ

「追加」ボタンを押すと、新しいステップが作成されます。「削除」ボタンを押すと、選択したステップが削除されます。「上

へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序でステップをソートできます。

• インポートの準備

インポートの準備ステップでは、CSV形式の初期要求メッセージを標準のTaleo T-XMLインポート文書に変換しま

す。変換ルールは、インポート仕様ファイルに設定します。

• 最終実行日のエクスポート

最終実行日（LRD）の準備ステップでは現在の日時を取得し、ワークフローが正常に完了したときにLRDファイル

が更新されます。デフォルトでは、ゾーンの日付を使用するが選択されます。現在のコンピュータの日付を使用する

は、Professional 7.0.4以前から抽出する場合に指定します。

• エクスポートの準備

エクスポートの準備ステップでは、SQ-XML形式の初期要求メッセージをTaleo標準のT-XMLエクスポート文書に

調整して埋め込みます。要求の詳細および特定の構成は、エクスポート仕様ファイルに設定します。

• XSLベースの変換

XSLを使用した変換ステップは、定義されたインポート仕様に適合した有効なデータ・ファイルにXMLファイルを変換

するために使用されます。XSLファイルのパスと名前、出力形式およびエンコードを指定します。

前処理ステップで、文書全体が同時に処理されます。XSLテクノロジは大量の変換をサポートするように設計されて

おらず、変換する前に、ファイル全体をメモリーにロードする必要があります。XSL変換処理ステップで大きなインポー

ト・ファイルを処理するために使用可能なメモリーが十分にあることを確認します。

• Soapのラップ

Soapのラップ・ステップでは、T-XML文書をT-SOAPエンベロープ内にラップして、Taleo環境に送信できるメッセー

ジを作成します。インポートの準備またはエクスポートの準備ステップを使用する場合、これは必須のステップです。

• IDの生成

• IDの生成ステップでは、Taleo環境に送信されるT-SOAPメッセージの一意のメッセージ識別子を作成する方法を

指定します。ワークフロー識別子が一意である場合は再使用できますが、一意ではない場合は新しい識別子を指

定できます。識別子内に単一性トークンを使用して、作成されるメッセージ識別子が一意になるようにする必要が

あります。

• エンコードの検証

エンコードの検証ステップでは、ファイルが正しくエンコードされていることを検証します。

• エンコードの変更

エンコードの変更ステップでは、要求メッセージのエンコードを変更します。

予期されるエンコード: 現在のタイプ

ターゲット・エンコード: 目的のタイプ

必要な場合は、Byte order mark（BOM）バイトを生成できます。

カスタム・ステップ

• デフォルト・カスタム・ステップ

実装者は必要なロジックを基本的に実行できます。Javaクラス

はcom.taleo.integration.client.step.BaseCustomStepを拡張するクラスの完全修飾名です。カスタム・ステップ

は、名前/値のペアの形式で構成ファイルに提供されている任意の数のパラメータにアクセスできます。
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• CSVマッピング

CSVマッピング・ステップでは、入力CSVファイルの列を処理し、外部マッピング・ファイルに基づいて値を新しい値に

マップします。

標準パラメータ

値デリミタ: CSV入力ファイルの列のデリミタ文字。

引用符文字: CSV入力ファイルの引用符文字。

マッピング列: マッピング処理でキーとして使用される各ブロックの列の最初の列を表す列番号のリスト。各ブロック番

号は、セミコロン（;）で区切る必要があります。CSVファイルの最初の列は常に1です。たとえば、キー長が2で、2つの

列の最初のブロックが列番号4で始まり、次のブロックが列12で始まる場合、このフィールドの値は"4;12"（二重引用

符は付けません）である必要があります。

マッピング・ファイル: マッピング処理の定義ファイル。キーに使用される列の数より1つ多い列が含まれている必要

があります。このファイルの最後の列には、指定された列の置換値として使用される値が含まれています。ファイル

は、UTF-8でエンコードして、CSVヘッダーがあり、値デリミタとしてカンマ（,）を使用し、引用符文字として二重引用

符（"）を使用している必要があります。

キーの大文字と小文字を区別する: マッピング処理のキーの比較で大文字と小文字を区別する必要があるかどうか

を示します。

拡張パラメータ

「デフォルト値」: マッピング・ファイルでキーが見つからない場合に使用されるデフォルト値。マッピング処理でエラーが

生成されないようにするために、デフォルトで値を指定します。

重複キー: マッピング・ファイル内に重複キーがあると、デフォルトではエラーが生成されます。値に「無視」を設定する

と、最後に定義された重複キー値が、元のCSVファイル内の値を置換する値として使用されます。指定できる値:
「エラー」、「無視」

• 正味変更計算

顧客のCSV要求ファイルと正味変更データベースを比較して、ターゲット・アプリケーションを同期するために必要な

変更内容（作成、更新、削除など）を判別します。

• 正味変更設定

選択したサービス（エンティティ）の正味変更参照データベースを作成します。最初に、既存の正味変更表エンティ

ティをクリアします。次に、インポート・ファイル仕様に基づいてターゲット・アプリケーションからデータを抽出し、正味変

更参照表エンティティに移入します。

• FTP Get

FTPサーバーからファイルを取得します。

標準パラメータ

「ホスト」: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。

「ポート」: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号（たとえば、4566）。デフォルトは21です。

「ユーザー」: リモートFTPサーバーにログオンするために使用する有効なユーザー。

「パスワード」: サーバーにログオンするために使用するユーザー名に指定したFTPユーザーの有効なパスワード。

転送タイプ: FTPでは、ASCIIファイル転送タイプとバイナリ・イメージ・ファイル転送タイプの両方がサポートされます。

デフォルトはバイナリです。テキスト・ファイルを転送する場合は、ASCIIを使用する必要があります。ASCIIモードで

は、ネットワーク標準の文字セットとの間で文字変換が実行されます。たとえば、ターゲット・オペレーティング・システ

ムに基づいて、必要な場合、行末文字が変換されます。
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リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ（たとえば、/tmp/pub）。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例

外をスローします。

「ファイル名」: リモート・ファイルの名前。

「ファイルの移動」: 要求ファイルが移動フォルダ・パラメータに指定されている特定のフォルダに移動されます。

移動フォルダ: 要求ファイルの移動先フォルダ名。指定しない場合、要求ファイルは移動されません。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

拡張パラメータ

「アカウント」: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名（たとえば、FADA）。FTPホストでアカウント情報が

要求される場合、アカウントを指定します。アカウントはFTPプロトコルで定義し、ユーザー名およびパスワード入力

変数によって識別されたユーザーをさらに識別します。

転送モード: FTPは両方のファイル転送モード（パッシブまたはアクティブ）をサポートします。デフォルトはパッシブです。

データ・ポート: オプション。データ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データ・ポートを指定しない場合、FTPクラ

イアントは例外をスローします。この値は転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードで

は、FTPクライアントは、動的ポートをオープンして、制御ストリームをリスニングする動的ポート番号をFTPサーバー

に送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントへのデータ接続を開始すると、

ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。

クライアント・ホスト: オプション。前述のデータ・ポートで指定したポートをリスニングするクライアント・ホスト。ホスト名

には、マシン名（「www.taleo.com」など）、またはIPアドレスのテキスト表現を指定できます。リテラルのIPアドレスが

指定された場合は、アドレス形式の妥当性のみが確認されます。

「タイムアウト」: オプション。タイムアウトをミリ秒単位で設定し、データ接続から読み込むときに使用します。このタイ

ムアウトは、データ接続がオープンされるとただちに設定されます。

リモート・パスが存在しない場合は作成する: FTPサーバーに作業ディレクトリを作成します（たとえば、/tmp/pub/a/
b）。

• FTP Put

ファイルをFTPサーバーに送信します。

標準パラメータ

「ホスト」: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。

「ポート」: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号（たとえば、4566）。デフォルトは21です。

「ユーザー」: リモートFTPサーバーにログオンするために使用する有効なユーザー。

「パスワード」: サーバーにログオンするために使用するユーザー名に指定したFTPユーザーの有効なパスワード。

転送タイプ: FTPでは、ASCIIファイル転送タイプとバイナリ・イメージ・ファイル転送タイプの両方がサポートされます。

デフォルトはバイナリです。テキスト・ファイルを転送する場合は、ASCIIを使用する必要があります。ASCIIモードで

は、ネットワーク標準の文字セットとの間で文字変換が実行されます。たとえば、ターゲット・オペレーティング・システ

ムに基づいて、必要な場合、行末文字が変換されます。
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リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ（たとえば、/tmp/pub）。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例

外をスローします。

「ファイル名」: リモート・ファイルの名前。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

拡張パラメータ

「アカウント」: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名（たとえば、FADA）。FTPホストでアカウント情報が

要求される場合、アカウントを指定します。アカウントはFTPプロトコルで定義し、ユーザー名およびパスワード入力

変数によって識別されたユーザーをさらに識別します。

転送モード: FTPは両方のファイル転送モード（パッシブまたはアクティブ）をサポートします。デフォルトはパッシブです。

データ・ポート: オプション。データ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データ・ポートを指定しない場合、FTPクラ

イアントは例外をスローします。この値は転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードで

は、FTPクライアントは、動的ポートをオープンして、制御ストリームをリスニングする動的ポート番号をFTPサーバー

に送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントへのデータ接続を開始すると、

ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。

クライアント・ホスト: オプション。前述のデータ・ポートで指定したポートをリスニングするクライアント・ホスト。ホスト名

には、マシン名（「www.taleo.com」など）、またはIPアドレスのテキスト表現を指定できます。リテラルのIPアドレスが

指定された場合は、アドレス形式の妥当性のみが確認されます。

「タイムアウト」: オプション。タイムアウトをミリ秒単位で設定し、データ接続から読み込むときに使用します。このタイ

ムアウトは、データ接続がオープンされるとただちに設定されます。

リモート・パスが存在しない場合は作成する: FTPサーバーに作業ディレクトリを作成します（たとえば、/tmp/pub/a/
b）。

• FTP Delete

FTPサーバーからファイルを削除します。

標準パラメータ

「ホスト」: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。

「ポート」: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号（たとえば、4566）。デフォルトは21です。

「ユーザー」: リモートFTPサーバーにログオンするために使用する有効なユーザー。

「パスワード」: サーバーにログオンするために使用するユーザー名に指定したFTPユーザーの有効なパスワード。

リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ（たとえば、/tmp/pub）。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例

外をスローします。

「ファイル名」: リモート・ファイルの名前。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。
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再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

拡張パラメータ

「アカウント」: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名（たとえば、FADA）。FTPホストでアカウント情報が

要求される場合、アカウントを指定します。アカウントはFTPプロトコルで定義し、ユーザー名およびパスワード入力

変数によって識別されたユーザーをさらに識別します。

転送モード: FTPは両方のファイル転送モード（パッシブまたはアクティブ）をサポートします。デフォルトはパッシブです。

データ・ポート: オプション。データ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データ・ポートを指定しない場合、FTPクラ

イアントは例外をスローします。この値は転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードで

は、FTPクライアントは、動的ポートをオープンして、制御ストリームをリスニングする動的ポート番号をFTPサーバー

に送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントへのデータ接続を開始すると、

ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。

クライアント・ホスト: オプション。前述のデータ・ポートで指定したポートをリスニングするクライアント・ホスト。ホスト名

には、マシン名（「www.taleo.com」など）、またはIPアドレスのテキスト表現を指定できます。リテラルのIPアドレスが

指定された場合は、アドレス形式の妥当性のみが確認されます。

「タイムアウト」: オプション。タイムアウトをミリ秒単位で設定し、データ接続から読み込むときに使用します。このタイ

ムアウトは、データ接続がオープンされるとただちに設定されます。

• 「HTTP」

HTTP/HTTPSのURLにデータをPOSTします。

標準パラメータ

エンドポイント: POST操作に使用するエンドポイントを示します。このエンドポイントには、HTTPまたはHTTPSプロ

トコルを使用する必要があります。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

拡張パラメータ

カスタムHTTPヘッダーは、拡張パラメータを使用することによってサポートされます。プリフィクスHeader:の後ろにヘッ

ダー名を続けた文字列をパラメータ名として持つパラメータを定義できます。たとえば、Content-typeを定義する場

合、パラメータ名はHeader:Content-typeとなります。

• SMTP

インポート/エクスポートの結果ファイルをEメールで送信します。

標準パラメータ

「ホスト」: ホストSMTPサーバーのアドレス。

「ポート」: ホストSMTPサーバーのポート。デフォルトは25です。

「差出人」: 送信者のアドレス。デフォルトは「Taleo接続クライアント」です。

「宛先」: 受信者のアドレス。
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「CC」: 受信者のアドレス。

「件名」: Eメールの件名。

メッセージ・テンプレート: Eメールのメッセージ本文が含まれているテンプレート文字列。テンプレートでは、Velocityの

標準ツール（DateToolおよびMathTool）がサポートされます。詳細は、Apache VelocityのWebサイトを参照

してください。TaleoのカスタムVelocityツール（StringToolおよびFileTool）もサポートされます。StringToolの
変数は、$string.rightPad("123", 10)、$string.rightPad("123", 10, "_")、$string.leftPad("123", 10)お
よび$string.leftPad("123", 10, "0")です。FileToolの変数は、$file.content()、$file.lineCount()およ

び$file.size()です。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

添付の送信: ステップ入力ファイルを添付として送信します。デフォルトはTrueです。

添付最大ファイル・サイズ: 最大ファイル・サイズは、100MB（104857600バイト）にデフォルト設定されます。これ

は、attachment.max.file.size拡張パラメータに別の値をバイト単位で設定することによって変更できます。たとえ

ば、attachment.max.file.size=104857600です。

添付をZIPする: 添付ファイルを圧縮します。

添付ファイル名: 添付ファイルの名前を入力します。ファイル名の先頭および末尾には、スペースを入れることはでき

ません。ファイル名には、\、/、:、*、?、<、>、|文字が含まれないようにしてください。指定しない場合は、デフォルトの

ファイル名が使用されます。

「通知の送信」: 選択された条件で通知Eメールを送信します。条件は前のステップから提供されたステータスを処

理することによって判別されます。「常に」を選択すると、前のステップの処理ステータスを無視して、すべてのステップ

の実行で通知が送信されます。警告またはエラー時を選択すると、前のステップの処理ステータスが「警告」または

「エラー」の場合にのみ通知が送信されます。エラー時を選択すると、前のステップの処理ステータスが「エラー」の場

合にのみ通知が送信されます。指定できる値は、「常に」、警告またはエラー時またはエラー時です。
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「送信」タブ

送信処理ステップでは、Taleo環境に接続するために必要な接続情報を定義します。

 

 

エンドポイントのソース

エンドポイント情報は、デフォルト構成ボード・ファイル、構成ファイルのボード・タブまたは現在のステップから作成できま

す。

エンドポイント

エンドポイント・セクションには、Taleo環境への実際の接続情報を設定します。

• 「プロトコル」: HTTPまたはHTTPS
• 「ホスト」: 別名またはIPアドレス

• 「ポート」: 番号

通信パスには、フル・パスを直接指定するか、サービス・ディスパッチャ・パスとサービス名の組合せを指定できます。完全

なWebサービス・パスを指定することもできます。

認証

認証セクションでは、要求の認証コンテキストを指定します。Taleo環境に接続するには、ユーザー/パスワード

のHTTP基本認証が必要となります。テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。

品質

品質セクションでは、ワークフローの実行において通信の失敗に対処する方法を指定します。
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「再試行」には、特定の処理操作が失敗した場合に取られるアクションを指定します。このオプションは、送信ステップで

はオプションです。

• 「間隔」には、各試行間の秒数を指定します。

• 確認の試行は、後方互換性のためにのみ残されている非推奨のオプションですので、使用しないください。

• 完了の試行は、ワークフローが停止してエラー・メッセージが生成される前に、要求ファイルがゾーンに送信される回

数です。

• エラーを無視するには、エラーが発生した場合も再試行を行うかどうかを指定します。送信ステップで再試行を使用

する場合、考えられる結果は成功またはエラーの2つのみであるため、このオプションは必須です。

ソケット・タイムアウトには、特定の処理操作が応答を待機する時間を指定します。これは、非常にテクニカルな設定で

あり、Taleo環境で接続の問題が発生した場合にのみ変更する必要があります。

ミドルウェア

ミドルウェア・セクションでは、Taleoミドルウェアと通信する場合に必要な追加情報を設定します。これらの設定は、通信

タイプにミドルウェアが設定されている場合にのみ有効になります。

送信者ID、受信者IDおよび「イベントID」には、ミドルウェア内で要求メッセージをルーティングするために必要な情報を

指定します。

「その他」

「その他」セクションでは、非常にテクニカルな送信ステップ情報を設定します。

チャンクの制限は、HTTPプロトコルを使用して大きな要求メッセージを送信する方法に影響します。

検証の要求は、レガシー・オプションであり、要求メッセージが事前に検証されるRS-XMLワークフローにのみ提供されま

す。

「プレビュー」

エンドポイントセクションで定義した送信構成の接続情報をプレビューします。
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ポーリング・タブ

ポーリング処理ステップでは、Taleo環境に接続するために必要な接続情報を定義します。

 

 
エンドポイントのソース

エンドポイント情報は、デフォルト構成ボード・ファイル、構成ファイルのボード・タブまたは現在のステップから作成できま

す。

エンドポイント

エンドポイント・セクションには、Taleo環境への実際の接続情報を設定します。

• 「プロトコル」: HTTPまたはHTTPS
• 「ホスト」: 別名またはIPアドレス
• 「ポート」: 番号

通信パスには、フル・パスを直接指定するか、サービス・ディスパッチャ・パスとサービス名の組合せを指定できます。完全

なWebサービス・パスを指定することもできます。

認証

認証セクションでは、要求の認証コンテキストを指定します。Taleo環境に接続するには、ユーザー/パスワード

のHTTP基本認証が必要となります。テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。
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品質

品質セクションでは、ワークフローの実行において通信の失敗に対処する方法を指定します。

「再試行」には、特定の処理操作が失敗した場合に取られるアクションを指定します。このオプションは、ポーリング・ス

テップでは必須です。統合プロセスが最初のポーリングの試行で完了することは稀です。

• 「間隔」には、各試行間の秒数を指定します。

• 確認の試行は、後方互換性のためにのみ残されている非推奨のオプションですので、使用しないください。

• 完了の試行は、ワークフローが停止してエラー・メッセージが生成される前に、ゾーンで結果ファイルがポーリングされる

回数です。ゾーン処理済レコード・カウントが変更されると、完了の試行カウンタが自動的にリセットされます。

• エラーを無視するには、エラーが発生した場合も再試行を行うかどうかを指定します。

ソケット・タイムアウトには、特定の処理操作が応答を待機する時間を指定します。これは、非常にテクニカルな設定で

あり、Taleo環境で接続の問題が発生した場合にのみ変更する必要があります。

「プレビュー」

エンドポイントセクションで定義したポーリング構成の接続情報をプレビューします。

取得タブ

取得処理ステップでは、Taleo環境に接続するために必要な接続情報を定義します。
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エンドポイントのソース

エンドポイント情報は、デフォルト構成ボード・ファイル、構成ファイルのボード・タブまたは現在のステップから作成できま

す。

エンドポイント

エンドポイント・セクションには、Taleo環境への実際の接続情報を設定します。

• 「プロトコル」: HTTPまたはHTTPS
• 「ホスト」: 別名またはIPアドレス

• 「ポート」: 番号

通信パスには、フル・パスを直接指定するか、サービス・ディスパッチャ・パスとサービス名の組合せを指定できます。完全

なWebサービス・パスを指定することもできます。

認証

認証セクションでは、要求の認証コンテキストを指定します。Taleo環境に接続するには、ユーザー/パスワード

のHTTP基本認証が必要となります。テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。

品質

品質セクションでは、ワークフローの実行において通信の失敗に対処する方法を指定します。

「再試行」には、特定の処理操作が失敗した場合に取られるアクションを指定します。このオプションは、取得ステップで

はオプションです。

• 「間隔」には、各試行間の秒数を指定します。

• 確認の試行は、後方互換性のためにのみ残されている非推奨のオプションですので、使用しないください。

• 完了の試行は、ワークフローが停止してエラー・メッセージが生成される前に、ゾーンからの結果ファイルの取得を試

行する回数です。

• エラーを無視するには、エラーが発生した場合も再試行を行うかどうかを指定します。取得ステップで再試行を使用

する場合、考えられる結果は成功またはエラーの2つのみであるため、このオプションは必須です。

ソケット・タイムアウトには、特定の処理操作が応答を待機する時間を指定します。これは、非常にテクニカルな設定で

あり、Taleo環境で接続の問題が発生した場合にのみ変更する必要があります。

ミドルウェア

取得ステップのミドルウェア・セクションでは、Taleoミドルウェアと通信する場合に必要な追加情報を設定します。これら

の設定は、通信タイプにミドルウェアが設定されている場合にのみ有効になります。

送信者ID、受信者IDおよび「イベントID」には、ミドルウェア内で要求メッセージをルーティングするために必要な情報を

指定します。

「その他」

「その他」セクションでは、非常にテクニカルな送信ステップ情報を設定します。

チャンクの制限は、HTTPプロトコルを使用して大きな要求メッセージを送信する方法に影響します。

検証の要求は、レガシー・オプションであり、要求メッセージが事前に検証されるRS-XMLワークフローにのみ提供されま

す。

「プレビュー」

エンドポイントセクションで定義した取得構成の接続情報をプレビューします。
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後処理タブ

後処理ステップでは、Taleo環境から最終的に応答メッセージとして送信されるソース・ファイルを処理および変換する方

法を定義します。

 

 

後処理ステップ

「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序でステップをソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択し

たステップが削除されます。「追加」ボタンを押すと、新しいステップが作成されます。

• SOAPの除去

応答メッセージからSOAPエンベロープを削除する方法を指定します。

「文書」: 文書のコンテンツおよび属性が含まれているXMLメッセージを残します。

コンテンツ: 文書のビジネス・コンテンツが含まれているXMLメッセージを残します。

「CSV」: 文書のビジネス・コンテンツが含まれているCSVメッセージを残します。CSVモードのエクスポート応答にの

み適用されます。

応答メッセージにエラーが含まれている場合は、エクスポート・エラー停止処理で失敗します。

• XSLベースの変換

応答メッセージにXSL変換を適用します。このステップはレコード・レベルで動作します。テンプレート・ファイルには、変

換されるデータが含まれているプレースホルダ（[RECORD_OUTPUT]）が含まれている必要があります。

XSLファイル: 使用するパスおよびファイル名を指定します。
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テンプレート・ファイル: 使用するパスおよびファイル名を指定します。

エクスポート・モード: 変換前のファイル形式（T-XMLまたはXML）。

出力形式: 変換後のファイル形式（その他、テキスト、CSV、XML、SQ-XML、T-XML、T-SOAP、RS-XML）。

• インポート結果の変換

次の仕様を使用してインポートの結果をCSVファイルに変換します。

「ファイル」: 使用するパスおよびファイル名を指定します。

出力プロパティ: 選択すると、結果ファイルの先頭に操作プロパティが挿入されます。

拡張パラメータを使用すると、CSV結果ファイルにデータ列を追加できます。

EXTRA_COLUMN_NAME_x: このパラメータ値は列ヘッダー名を設定します。

EXTRA_COLUMN_XPATH_x: このパラメータ値は列に挿入されるデータのXpathを設定します。特定の一連

のデータのXpathは、操作によって返されるT-XML応答ファイル内にあります。応答文書にはネームスペースが含

まれているため、「ローカル名」を指定する必要があります。たとえば、T-XMLファイル内のXpathが//Candidate/
Numberである場合、パラメータ値は//*[local-name()="Candidate"]/*[local-name()="Number"]となります。

注意: パラメータ名のペアの最後にあるxを同じ番号に置き換えて、ペアであることを示してください。たとえ

ば、EXTRA_COLUMN_NAME_1とEXTRA_COLUMN_XPATH_1、EXTRA_COLUMN_NAME_2とEXTRA_COLUMN_XPATH_2な

どです。

• エクスポート結果の変換

エクスポート仕様を使用してエクスポートの結果をCSVファイルに変換します。

• エンコードの変更

必要な場合、応答メッセージのエンコードを変更します。

予期されるエンコード: 現在のタイプ

ターゲット・エンコード: 目的のタイプ

必要な場合は、Byte order mark（BOM）バイトを生成できます。

カスタム・ステップ

• デフォルト・カスタム・ステップ

実装者は必要なロジックを基本的に実行できます。Javaクラス

はcom.taleo.integration.client.step.BaseCustomStepを拡張するクラスの完全修飾名です。カスタム・ステップ

は、名前/値のペアの形式で構成ファイルに提供されている任意の数のパラメータにアクセスできます。

• CSVマッピング

CSVマッピング・ステップでは、入力CSVファイルの列を処理し、外部マッピング・ファイルに基づいて値を新しい値に

マップします。

標準パラメータ

値デリミタ: CSV入力ファイルの列のデリミタ文字。

引用符文字: CSV入力ファイルの引用符文字。

マッピング列: マッピング処理でキーとして使用される各ブロックの列の最初の列を表す列番号のリスト。各ブロック番

号は、セミコロン（;）で区切る必要があります。CSVファイルの最初の列は常に1です。たとえば、キー長が2で、2つの

列の最初のブロックが列番号4で始まり、次のブロックが列12で始まる場合、このフィールドの値は"4;12"（二重引用

符は付けません）である必要があります。
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マッピング・ファイル: マッピング処理の定義ファイル。キーに使用される列の数より1つ多い列が含まれている必要

があります。このファイルの最後の列には、指定された列の置換値として使用される値が含まれています。ファイル

は、UTF-8でエンコードして、CSVヘッダーがあり、値デリミタとしてカンマ（,）を使用し、引用符文字として二重引用

符（"）を使用している必要があります。

キーの大文字と小文字を区別する: マッピング処理のキーの比較で大文字と小文字を区別する必要があるかどうか

を示します。

拡張パラメータ

「デフォルト値」: マッピング・ファイルでキーが見つからない場合に使用されるデフォルト値。マッピング処理でエラーが

生成されないようにするために、デフォルトで値を指定します。

重複キー: マッピング・ファイル内に重複キーがあると、デフォルトではエラーが生成されます。値に「無視」を設定する

と、最後に定義された重複キー値が、元のCSVファイル内の値を置換する値として使用されます。指定できる値:
「エラー」、「無視」

• 正味変更結果プロセッサ

操作中に処理されたエンティティ数を示す簡単なXMLレポートが生成されます。

• 正味変更結果の変換

正味変更結果プロセッサによって生成されたファイルを処理して、標準のTCC CSVファイルに変換します。このステッ

プは、初期ロード処理ではオプションです。

• FTP Put

ファイルをFTPサーバーに送信します。

標準パラメータ

「ホスト」: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。

「ポート」: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号（たとえば、4566）。デフォルトは21です。

「ユーザー」: リモートFTPサーバーにログオンするために使用する有効なユーザー。

「パスワード」: サーバーにログオンするために使用するユーザー名に指定したFTPユーザーの有効なパスワード。

転送タイプ: FTPでは、ASCIIファイル転送タイプとバイナリ・イメージ・ファイル転送タイプの両方がサポートされます。

デフォルトはバイナリです。テキスト・ファイルを転送する場合は、ASCIIを使用する必要があります。ASCIIモードで

は、ネットワーク標準の文字セットとの間で文字変換が実行されます。たとえば、ターゲット・オペレーティング・システ

ムに基づいて、必要な場合、行末文字が変換されます。

リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ（たとえば、/tmp/pub）。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例

外をスローします。

「ファイル名」: リモート・ファイルの名前。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

拡張パラメータ
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「アカウント」: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名（たとえば、FADA）。FTPホストでアカウント情報が

要求される場合、アカウントを指定します。アカウントはFTPプロトコルで定義し、ユーザー名およびパスワード入力

変数によって識別されたユーザーをさらに識別します。

転送モード: FTPは両方のファイル転送モード（パッシブまたはアクティブ）をサポートします。デフォルトはパッシブです。

データ・ポート: オプション。データ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データ・ポートを指定しない場合、FTPクラ

イアントは例外をスローします。この値は転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードで

は、FTPクライアントは、動的ポートをオープンして、制御ストリームをリスニングする動的ポート番号をFTPサーバー

に送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントへのデータ接続を開始すると、

ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。

クライアント・ホスト: オプション。前述のデータ・ポートで指定したポートをリスニングするクライアント・ホスト。ホスト名

には、マシン名（「www.taleo.com」など）、またはIPアドレスのテキスト表現を指定できます。リテラルのIPアドレスが

指定された場合は、アドレス形式の妥当性のみが確認されます。

「タイムアウト」: オプション。タイムアウトをミリ秒単位で設定し、データ接続から読み込むときに使用します。このタイ

ムアウトは、データ接続がオープンされるとただちに設定されます。

リモート・パスが存在しない場合は作成する: FTPサーバーに作業ディレクトリを作成します（たとえば、/tmp/pub/a/
b）。

• FTP Delete

FTPサーバーからファイルを削除します。

標準パラメータ

「ホスト」: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。

「ポート」: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号（たとえば、4566）。デフォルトは21です。

「ユーザー」: リモートFTPサーバーにログオンするために使用する有効なユーザー。

「パスワード」: サーバーにログオンするために使用するユーザー名に指定したFTPユーザーの有効なパスワード。

リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ（たとえば、/tmp/pub）。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例

外をスローします。

「ファイル名」: リモート・ファイルの名前。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

拡張パラメータ

「アカウント」: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名（たとえば、FADA）。FTPホストでアカウント情報が

要求される場合、アカウントを指定します。アカウントはFTPプロトコルで定義し、ユーザー名およびパスワード入力

変数によって識別されたユーザーをさらに識別します。

転送モード: FTPは両方のファイル転送モード（パッシブまたはアクティブ）をサポートします。デフォルトはパッシブです。

データ・ポート: オプション。データ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データ・ポートを指定しない場合、FTPクラ

イアントは例外をスローします。この値は転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードで

は、FTPクライアントは、動的ポートをオープンして、制御ストリームをリスニングする動的ポート番号をFTPサーバー
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に送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントへのデータ接続を開始すると、

ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。

クライアント・ホスト: オプション。前述のデータ・ポートで指定したポートをリスニングするクライアント・ホスト。ホスト名

には、マシン名（「www.taleo.com」など）、またはIPアドレスのテキスト表現を指定できます。リテラルのIPアドレスが

指定された場合は、アドレス形式の妥当性のみが確認されます。

「タイムアウト」: オプション。タイムアウトをミリ秒単位で設定し、データ接続から読み込むときに使用します。このタイ

ムアウトは、データ接続がオープンされるとただちに設定されます。

• 「HTTP」

HTTP/HTTPSのURLにデータをPOSTします。

標準パラメータ

エンドポイント: POST操作に使用するエンドポイントを示します。このエンドポイントには、HTTPまたはHTTPSプロ

トコルを使用する必要があります。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

拡張パラメータ

カスタムHTTPヘッダーは、拡張パラメータを使用することによってサポートされます。プリフィクスHeader:の後ろにヘッ

ダー名を続けた文字列をパラメータ名として持つパラメータを定義できます。たとえば、Content-typeを定義する場

合、パラメータ名はHeader:Content-typeとなります。

• SMTP

インポート/エクスポートの結果ファイルをEメールで送信します。

標準パラメータ

「ホスト」: ホストSMTPサーバーのアドレス。

「ポート」: ホストSMTPサーバーのポート。デフォルトは25です。

「差出人」: 送信者のアドレス。デフォルトは「Taleo接続クライアント」です。

「宛先」: 受信者のアドレス。

「CC」: 受信者のアドレス。

「件名」: Eメールの件名。

メッセージ・テンプレート: Eメールのメッセージ本文が含まれているテンプレート文字列。テンプレートでは、Velocityの

標準ツール（DateToolおよびMathTool）がサポートされます。詳細は、Apache VelocityのWebサイトを参照

してください。TaleoのカスタムVelocityツール（StringToolおよびFileTool）もサポートされます。StringToolの
変数は、$string.rightPad("123", 10)、$string.rightPad("123", 10, "_")、$string.leftPad("123", 10)お
よび$string.leftPad("123", 10, "0")です。FileToolの変数は、$file.content()、$file.lineCount()およ

び$file.size()です。

再試行回数: 操作が失敗した場合に行われる再試行の回数を指定します。デフォルトはゼロです。

再試行の間隔: 次の再試行を行うまでに待機する秒数を指定します。デフォルトはゼロです。
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再試行の因数: この因数は、各試行の「再試行の間隔」の乗数として使用されます。最後に待機した秒数にこ

の数値が乗算されます。つまり、再試行の間隔が10秒で再試行の因数が2の場合、最初の待機時間は10秒

で、2回目は20秒、3回目は40秒のようになります（再試行の最大回数に達するまで）。

添付の送信: ステップ入力ファイルを添付として送信します。デフォルトはTrueです。

添付最大ファイル・サイズ: 最大ファイル・サイズは、100MB（104857600バイト）にデフォルト設定されます。これ

は、attachment.max.file.size拡張パラメータに別の値をバイト単位で設定することによって変更できます。たとえ

ば、attachment.max.file.size=104857600です。

添付をZIPする: 添付ファイルを圧縮します。

添付ファイル名: 添付ファイルの名前を入力します。ファイル名の先頭および末尾には、スペースを入れることはでき

ません。ファイル名には、\、/、:、*、?、<、>、|文字が含まれないようにしてください。指定しない場合は、デフォルトの

ファイル名が使用されます。

「通知の送信」: 選択された条件で通知Eメールを送信します。条件は前のステップから提供されたステータスを処

理することによって判別されます。「常に」を選択すると、前のステップの処理ステータスを無視して、すべてのステップ

の実行で通知が送信されます。警告またはエラー時を選択すると、前のステップの処理ステータスが「警告」または

「エラー」の場合にのみ通知が送信されます。エラー時を選択すると、前のステップの処理ステータスが「エラー」の場

合にのみ通知が送信されます。指定できる値は、「常に」、警告またはエラー時またはエラー時です。

• レポートのフィルタリング

レコード結果を基準によってフィルタ処理します。

レポートのフィルタリング: ドロップ・ダウン・リストから選択します。「すべて」（フィルタなし）、エラーまたは警告時、エラー

時のみです。

ボード・タブ

ボード・タブでは、現在の構成ファイルに固有のエンドポイントおよび記号エレメントを作成できます。

 

 

固有のエンドポイントおよび記号によって、デフォルト構成ボードの設定を上書きできます。
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エンドポイントおよび記号エレメントの追加情報については、「デフォルト構成ボード」の項を参照してください。

新しい構成ファイルの作成

前提条件

Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザード>「次」

2. 構成ファイル・ベースを選択します。

a) 参照 をクリックします。

b) ディレクトリを選択します。

c) ファイルを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

3. 「次」をクリックします。

4. 接続情報を確認します。

5. 「終了」をクリックします。

新しい構成仕様が構成エディタに表示されます。

新しい構成ファイルの保存

前提条件

新しい構成仕様ファイルが構成エディタでオープンされていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「保存」

2. ディレクトリを選択します。

3. ファイル名を入力するか、ディレクトリ内の既存のファイル名を選択します。

4. ファイル・タイプを選択します。

5. 「保存」をクリックします。

既存の構成ファイルのオープン

前提条件

Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>「構成」

2. ディレクトリを選択します。

3. ディレクトリ内のファイルを選択します。

4. 「オープン」をクリックします。
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構成の実行

前提条件

構成ファイルがオープンされていてアクティブであることを確認します。

ステップ

構成の実行 をクリックします。
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ランタイム

ランタイム・パースペクティブ

ランタイム・パースペクティブには、ワークフローの実行の詳細が図表形式で表示されます。

 

 

ワークフロー識別子

現在の実行のワークフロー識別子は、ワークフローの実行の詳細アイコンの上に表示されます。

ワークフローの実行の詳細

ステップの進捗のグラフィカルな概要では、すべての処理ステップが単一の集約されたアイコンにグループ化されています。

基本情報

基本モニタリング情報は、左側の列に表示され、ワークフローの実行の全体的な状態および個別のステップのステータス

で構成されています。

• ワークフローの実行が完了すると、すべてのステップも完了します。
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• ワークフローの実行が進行中の場合は、すべてのステップのサブセットが完了します。

• ワークフローの実行でエラーがあった場合は、特定のステップにもエラーがあります。ただし、ワークフローの実行の初期

化時または終了時には特定のエラー・シナリオが発生することがあるため、ステップが1つも完了しない場合とすべての

ステップが完了する場合があります。

「一般情報」

「一般情報」が表示され、次の項目で構成されています。

1. ワークフローの「タイプ」、「開始」、「終了」および実行の「期間」（該当する場合）。

2. 要求メッセージ・ファイルの元の場所および応答メッセージ・ファイルのターゲットとなる場所。

応答メッセージのターゲットとなる場所が表示されていても、ファイルが実際に作成されているとは限りません。作成される

のは、完了したワークフローの実行が成功している場合のみです。

「ステップ詳細」

「ステップ詳細」表形式ビューには、「開始」、「終了」、「期間」（該当する場合）、および要求メッセージと応答メッセージ

の情報（該当する場合）が表示されます。

ワークフローのモニタリング

前提条件

ワークフロー構成ファイルが実行できる状態であること。

ステップ

1. ウィンドウ>パースペクティブのオープン>ランタイム

ランタイム・パースペクティブがオープンします。

2. 「ファイル」>構成のオープン

a) ディレクトリを選択します。

b) ファイルを選択します。

c) 「オープン」をクリックします。

構成ファイルがオープンします。

3. 構成の実行 をクリックします。

4. ランタイム・パースペクティブを最大化します。

結果

ワークフロー実行の詳細が表示されます。
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コンソール

コンソール・パースペクティブ

コンソール・パースペクティブには、Taleo製品によって処理されているすべての統合プロセスのリアルタイム・ビューが表示

されます。

 

 

コンソール・パースペクティブでは、単一のエディタ、および特定の基準に一致するTaleo製品内のすべてのメッセージをリ

ストするメッセージ・リスト・ビューアが使用されます。このパースペクティブでは、メッセージとメッセージ内に含まれている文

書が区別されます。また、各メッセージを様々な観点から分析するための複数のビューが提供されます。

メッセージ・リスト・ビューア

メッセージ・リスト・ビューア は、ターゲットTaleo接続サーバーからのメッセージのリストを主に表示するエディタです。ター

ゲットTaleo接続サーバーのプロファイルを編集してここに保存できるため、技術的にはこれはエディタです。

メッセージ・リストに表示される情報は次のとおりです。

• 「識別子」: メッセージのユニバーサルに一意な外部識別子。

• 「タイプ」: メッセージが要求または応答のいずれであるかを示します。

• 「状態」: Taleo接続サーバーの処理ワークフローでのメッセージの現在の位置。
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• 「作成日」: メッセージを受信した日次、またはTaleo接続サーバーによって作成された日時を示します。

メッセージ・リスト・ビューアでは3つのアクションを使用できます。

• 現在のメッセージのリストをリフレッシュ します。

• 一連の基準に従ってメッセージのリストをフィルタ処理 します。

• ターゲットTaleo接続サーバーのプロファイルを編集 します。

「フィルタ」

「フィルタ」では、リストに表示されるメッセージを定義します。使用可能なフィルタは次のとおりです。

• 「キー」: 指定された値とキーが一致するかどうかに基づいてメッセージがフィルタ処理されます。メッセージ・キー

はTaleo接続サーバー・インスタンス内で一意の値であるため、ここに値を指定すると1つのメッセージが表示されま

す。

• 「識別子」: 指定された値が識別子に含まれているかどうかに基づいてメッセージがフィルタ処理されます。たとえば、

値「Candidate」を使用すると、「CandiateImport-2006-03-12」および「Extract-Candidates-2005-12-12」に

一致します。

• 「会話」: 指定された値が会話に含まれているかどうかに基づいてメッセージがフィルタ処理されます。これは、識別子

フィルタと同じ動作です。

• 「ターゲット」: メッセージが要求または応答のいずれかであるかに基づいてフィルタ処理されます。「要求」オプションは

アプリケーション・ターゲットの別名です。「応答」オプションには、ミドルウェア、外部」および「キュー」ターゲットが含まれ

ます。

• 「状態」: Taleo接続サーバーのワークフローでの状態に基づいてメッセージがフィルタ処理されます。「未完了」オプ

ションは、「進行中」以外のすべての状態と一致します。

• 「日付」: Taleo接続サーバーでの作成日に基づいてメッセージがフィルタ処理されます。特定の日付を選択する

と、Taleo接続コンソールが実行されているコンピュータの現地時間で00:00:00から23:59:59までのすべてのメッ

セージが表示されます。日付の範囲を選択すると、Taleo接続コンソールが実行されているコンピュータの現地時間

で「自」日付の00:00:00から「至」日付の23:59:59までのすべてのメッセージが表示されます。

「プロファイル」

「プロファイル」では、ターゲットTaleo製品に組み込まれているTaleo接続サーバーにアクセスするために必要な接続情

報を定義します。「プロファイル」の一般情報は次のとおりです。

• 「摘要」: 機能的に重要性のない情報。プロファイルを区別または識別するために使用できます。

• 「バージョン」: ターゲットTaleo接続サーバーのバージョン。この値によって、通信プロトコルおよび使用可能な機能が

決まります。

「プロファイル」の接続情報は次のとおりです。

• 「プロトコル」: 使用されるHTTP通信のタイプ（プレーンのHTTPまたはセキュアなHTTPS）。

• 「ホスト」: ターゲットTaleo製品のホストの別名またはIPアドレス。

• 「ポート」: ターゲットTaleo製品のポート番号。

• ディスパッチャ: ターゲットTaleo製品のWebサービス・ディスパッチャのエントリ・ポイントの場所。Taleo
Professional製品の場合、これは/servlets/ServiceDispatcher?ServiceName=です。その他のTaleo製品の

場合、この値は/product name/ServiceDispatcher?ServiceName=です。

• 「ユーザー名」: Webサービス要求をTaleo接続サーバーで認証するために必要なユーザー名。

• 「パスワード」: Webサービス要求をTaleo接続サーバーで認証するために必要なパスワード。

「メッセージ詳細」

「メッセージ詳細」ビュー には、統合メッセージの最上位レベルの情報が表示されます。



81 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

• 「キー」: ターゲットTaleo製品に組み込まれているTaleo接続サーバーによって使用される内部識別子。メッセージ・

キーは、要求メッセージおよび応答メッセージのインスタンスを一意に関連付けるためにのみ外部使用されます。キー

値は特定のTaleo製品内でのみ一意です。

• 「識別子」: メッセージのユニバーサルに一意な外部識別子。これは、外部システムによって使用され、より大きなビ

ジネス・プロセス内でメッセージをリンクします。

• 「会話」: ビジネス・プロセスで複数のメッセージを緩やかにリンクする識別子。これは、この用語の通常の意味でのト

ランザクション識別子ではありません（2フェーズ・コミットおよび整合性の懸念を含む）。会話はモニタリングのためにの

み使用されます。特に、Taleo接続サーバーによって生成された応答には、要求メッセージと同じ会話識別子が必

ず付けられています（何も指定しない場合、応答の会話識別子は要求のメッセージ識別子になります）。

• 「ターゲット」: Taleo接続サーバーの処理ターゲットを指定します。

アプリケーションはこのメッセージに要求が含まれていることを示し、メッセージはTaleo製品によって処理されます。

ミドルウェアまたは「外部」は、このメッセージに応答が含まれていることを示し、メッセージは別のアプリケーションにプッ

シュされます。

「キュー」もメッセージに応答が含まれていることを示しますが、そのメッセージはTaleo製品内に維持され、外部パー

ティによってポーリングされます。

• 「状態」: 「要求」または「応答」。統合メッセージは、ソースからターゲット・アプリケーションへの汎用的な伝送です。

要求および応答の概念は、メッセージ内に含まれているビジネス文書にのみリンクされています。

• 「サービス」: Taleo接続サーバーの処理方法の一意の識別子。この値は、アプリケーション・ターゲットを持つメッセー

ジ（つまり、要求メッセージ）にのみ適用されます。

すべてのメッセージを表示 アクションを使用すると、生のメッセージ・コンテンツ全体を表示できます。

メッセージのアクション

特定の状況では、コンソールからメッセージを操作できます。

• 「中断」 は、メッセージの処理を停止します。このアクションは、「進行中」状態の要求メッセージにのみ適用できま

す。Taleo製品に信号が送信され、メッセージが「中断」としてマークされます。実際の中断は処理のタイプによって

異なり、ただちに中断されないこともあります。

• 「再開」 は、メッセージの処理を再開します。このアクションは、「中断」または不通状態のメッセージにのみ適用でき

ます。このアクションを実行すると、Taleo接続サーバーによって通常のメッセージ・キューを介して処理されるように、

メッセージが「準備完了」とマークされます。要求メッセージの場合、処理は最後に完了したレコードの後に開始され

ます。1つのエクスポート要求の場合は、1レコードのみであるため、エクスポート全体が再開されます。応答メッセージ

の場合は、必要に応じて、再開アクションによってミドルウェア・システムに応答が再送信されます。

メッセージ・エラー

技術的なプロセス・エラーが発生した場合は、ビューの2番目のセクションに問題の詳細が表示されます。このビューには

内部処理エラーのみが表示され、特にメッセージが不通またはエラー状態にある場合にのみ表示されることに注意して

ください。特定のレコードの処理中に発生したビジネス・エラーは応答文書内に格納され、メッセージの全体的な処理に

は影響しません。

• 「ソース」: 「サーバー」または「クライアント」。統合メッセージは、ソースからターゲット・アプリケーションへの汎用的な伝

送です。要求および応答の概念は、メッセージ内に含まれているビジネス文書にのみリンクされています。

• 「コード」: 発生した問題のタイプの外部一意識別子。

• 「事由」: 発生した問題に関する情報を示すコンテキスト依存のメッセージ。

• 「詳細」: 問題に関するさらに技術的な情報。特に、管理されていないJava言語の例外によって問題が発生してい

る場合、この詳細はその例外のスタック・トレースとなります。
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「文書詳細」

「文書詳細」ビュー には、統合文書の最上位レベルの情報が表示されます。

• 「アクション」: ターゲット・アプリケーションがレコードを処理する方法を定義します。指定できる3つの値は、「エクス

ポート」、「インポート」または「ビジネス・サービス」です。最初の2つのアクションでは、レコードはTaleo接続クライアン

トによって提供される一般的な統合サービスによって処理されます。最後のアクションは、レコードの個別の処理が製

品固有のビジネス・サービスに委任されることを示します。

• 「進捗」: 現在までに処理されたレコード数を示します。ほとんどの場合、この値は要求メッセージおよび応答メッセー

ジの両方で同じになります。エクスポートの場合、要求文書は1つのレコードであり、エクスポートされるエンティティの

数が合計に示される応答文書の進捗のみが重要となります。

統合中に処理された各レコードには、ステータス（「成功」または「エラー」）が割り当てられます。「合計」セクションには、

最初に文書内の全体のレコード数が示され、次に成功したレコード数およびエラーになったレコード数が示されます。

文書コンテンツ

文書コンテンツ ビューでは、文書のコンテンツを表示したり、文書をファイルに保存できます。

コンソール・プロファイルの作成

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規プロファイル・ウィザード>「次」

2. プロファイル・タイプを選択します。

• エンドポイント: エンドポイントに基づいてプロファイルが作成されます。プルダウン・メニューから製品を選択しま

す。プルダウン・メニューからエンドポイントを選択します。

• 空のプロファイル: 空のプロファイルを作成して、接続情報を手動で入力します。

• デモ・プロファイル: オフライン・デモ・プロファイルを使用して、コンソール機能を確認します。

3. 「次」をクリックします。

4. 接続情報を確認するか、完成させます。

5. 「終了」をクリックします。

新しいコンソール・プロファイルが、コンソール・パースペクティブのメッセージ・リスト・ビューアに表示されます。

コンソール・プロファイルの保存

前提条件

新しいコンソール・プロファイルがメッセージ・ビューアでオープンされていることを確認します。

ステップ

1. 「ファイル」>「保存」

2. ディレクトリを選択します。

3. ファイル名を入力するか、ディレクトリ内の既存のファイル名を選択します。

4. ファイル・タイプを選択します。
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5. 「保存」をクリックします。
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コマンドライン

スクリプトの実行

本番環境では、Taleo接続クライアントのワーフクローをコマンドライン・スクリプトで実行します。コマンドライン・スクリプト

は、自動的に実行されるようにスケジュールできます。

TCCの実行を開始するために使用できるコマンドライン・スクリプトは3種類あります。これらはすべてのオペレーティング・

システムで同じです。唯一の違いは、Windowsでは.batファイルを使用し、Unix/Linuxでは.shファイルを使用することで

す。次のファイルをコマンドライン・スクリプトに指定できます。

• インストール・パッケージに含まれているTCCバッチ・ファイル。

TaleoConnectClient.bat
• インポート構成ファイルまたはエクスポート構成ファイル。

<touchpoint>_<action>cfg.xml
• インポート要求ファイルまたはエクスポート要求ファイル。

<touchpoint>_<action>_ld.xml

<touchpoint>_<action>_sq.xml
• インポートまたはエクスポートの結果ファイル。

<touchpoint>_<action>_result_<date_time>.csv

<touchpoint>_<action>_result.xml

<touchpoint>_<action>_<date_time>.txt

filename.other

使用可能な3つのコマンドライン・スクリプトの形式は次のとおりです。パスは、絶対パスまたは指定されたファイルの相対

的な場所です。

• “path\TaleoConnectClient.bat” “path\configuration file” “path\request file” “path\result file”

最初のスクリプトは、要求メッセージ・ファイルおよび応答メッセージ・ファイルを明示的に指定する、Taleo接続クライ

アントの一般的な使用方法です。ワークフロー構成には、通常、各種のメッセージに適用される通信情報のみが含

まれています。

• “path\TaleoConnectClient.bat” “path\configuration file” “path\request file”

2番目のスクリプトは、要求メッセージが多様で応答メッセージ・ファイルがタイムスタンプに基づいて生成される、スケ

ジュール済の統合プロセスで一般的な形式です。

• “path\TaleoConnectClient.bat” “path\configuration file”

3番目のスクリプトは、単一の統合プロセスにのみ適用される広範な前処理または後処理（あるいはその両方）を持

つ特別なワークフローで一般的な形式です。この状況では、要求ファイルおよび応答ファイルは多くの場合既知であ

るため、構成自体に指定できます。
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タスクのスケジュール

タスクのスケジュールを使用すると、Taleo接続クライアントで定期的に行われているインポートおよびエクスポート処理が

自動化されます。スケジュールするインポートおよびエクスポートは、環境（Windows、Unix、Linux）で実行されている

スケジューラ・ソフトウェアで、ユーザーがプログラムおよび保守します。

Unix/Linuxでは、cronを使用してタスクをスケジュールします。Unix/Linuxでスケジュールを実装する場合は、システム

の文書を参照してください。

Windowsでのスケジュール

前提条件

統合スクリプトがテスト済でスケジュールできる状態であること。

ステップ

1. 「スタート」 > 「プログラム」 > 「アクセサリ」 > 「システム ツール」 > 「タスク」をクリックします。

「タスク」ウィンドウがオープンします。

2. 「スケジュールされたタスクの追加」をダブルクリックします。

タスク ウィザードがオープンします。

3. 「次へ」をクリックします。

ウィザードで「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

4. 「参照」をクリックします。

「実行するプログラムを選択してください」ブラウザ・ウィンドウがオープンします。

5. スケジュールするバッチ・ファイルがあるフォルダに移動します。

a) バッチ・ファイルをクリックして選択します。

b) 「開く」をクリックします。

6. タスク名を入力します（オプション）。

バッチ・ファイル名の構成が良好で、自動化する対象のタスクが名前に反映されている場合は、タスク名をそのま

まにすることもできます。

a) タスクの頻度を選択します。

b) 「次へ」をクリックします。

c) タスクの頻度の詳細を選択します。

d) 「次へ」をクリックします。

e) Windowsドメインのユーザー名を入力します。

f) パスワードを入力します。

g) パスワードを確認します。

h) 「次へ」をクリックします。

7. 「終了」をクリックします。

タスクが「タスク」ウィンドウに表示されます。
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Javaからの実行

Taleo接続クライアントのワークフローの実行は、別のJavaアプリケーションから行うことができます。ホス

ト・アプリケーションは、TaleoConnectClient.batスクリプトに定義されている環境制約に適合してい

て、com.taleo.integration.client.Client.execute()メソッドを呼び出す必要があります。

Taleo接続クライアントを正常に実行するには、適切な実行環境を使用できる必要があります。次の実行スクリプトは、

一般的なWindowsのインストール環境で最低限必要な構成です。

SET IC_HOME="C:\Program Files\Taleo Connect Client";

SET CLASSPATH="%IC_HOME%\lib\taleo-integrationclient.jar";"%IC_HOME%\log";

java.exe

-Dcom.taleo.integration.client.install.dir="%IC_HOME%"

-Djava.endorsed.dirs="%IC_HOME%\lib\endorsed"

-Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory=org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl

-Dorg.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger

-classpath %CLASSPATH% com.acme.integration.ACMEIntegrationProcess

IC_HOME変数は、Taleo接続クライアントのインストール・ディレクトリを定義します。この情報は、複数のライブラリおよ

びリソースがインストール・バンドルとともに配布されているために必要となります。

taleo-integrationclient.jarのマニフェストには完全なクラスパスが埋め込まれているため、アプリケーションのクラスパス

はかなり単純です。これは、ほとんどのJREの実装で正常に動作します。クラスパスの問題が発生した場合は、libおよ

びlib/endorsedフォルダにすべてのJavaライブラリ（*.jar）を含めることによって、クラスパスを明示的に定義することもでき

ます。もちろん、クラスパスにはホストJavaアプリケーションへの必要な参照が含まれている必要があります。

Java呼出しコマンド自体に、Taleo接続クライアントのインストール・ディレクトリを最初に明示的に設定しま

す。これは、主に機能パック・ファイルを見つけるために必要となります。次の手順では、Xerces XMLパーサー

の適切なバージョンが使用されていることを確認します。最後のシステム・プロパティは、Apache Log4Jシス

テムを使用するようにApache Jakarta Commons Loggingプロジェクトに指示しています。logフォルダが

クラスパスの一部になっているのは、log4j.properties構成ファイルがそこにあるためです。呼び出されるクラ

スcom.acme.integration.ACMEIntegrationProcessはここでは例としてのみ使用されており、Taleo接続クライアン

トをホストするJavaアプリケーションの実際のエントリ・ポイントに置き換える必要があります。

Taleo接続クライアントを実行するための正しいエントリ・ポイントはcom.taleo.integra-tion.client.Client.execute()で
す。製品のdocs/apiフォルダに提供されているこのメソッドのJavaDocでは、動作およびパラメータ値が説明されていま

す。
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開始

目的

目的は、Taleo製品に1つのレコードをインポートし、次に同じレコードから基本情報をTCCにエクスポートすることです。

新しい候補者がTaleo Professional製品にインポートされます。この例では、候補者プロファイルのみを作成し、求人

に対する応募は作成しません。

以前にアップロードされた候補者に関する基本情報が抽出されます。エクスポート・エディタの様々な機能を使用し

て、Taleo製品からデータを抽出する強力なカスタム問合せを作成します。

候補者の設定は次のとおりです。

• Eメール・アドレス

psmith@acme.com
• 名

Paul
• 姓

Smith
• Microsoft Word文書として用意されている履歴書

psmith_cv.doc
• 職務経歴

2011年にABC Internationalでシニア・コンサルタント

2012年前半にXYZ Inc.でアナリスト

すべての関連ファイルはC:\tcc\starterフォルダに作成されます。

スタータ・フォルダの作成

ステップ

1. Windowsデスクトップで「マイ コンピューター」をオープンします。

2. 「ローカル ディスク (C:)」をオープンします。

3. 「ファイル」>「新規作成」>「フォルダ」。

a) 新規フォルダの名前をtccに変更します。

b) 「tcc」をダブルクリックします。

Tccがオープンし、アドレス・バーにC:\tccと表示されます。

4. 「ファイル」>「新規作成」>「フォルダ」。

a) 新規フォルダの名前をstarterに変更します。

b) 「starter」をダブルクリックします。

starterがオープンし、アドレス・バーにC:\tcc\starterと表示されます。

5. Taleo接続クライアントのインストール・フォルダに移動します。
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a) monitorフォルダをオープンします。

b) webフォルダをコピーします。

c) starterフォルダに戻ります。

d) webフォルダを貼り付けます。

HTMLモニタリング・ページが正しく表示されるためには、このフォルダのグラフィック・エレメントが必要です。

6. ウィンドウを最小化します。

履歴書の作成

ステップ

1. Microsoft Wordまたは互換性があるエディタをオープンします。

2. 新規文書を作成します。

3. 「Curriculum Vitae Paul Smith」と入力します。

4. psmith_cv.docとしてC:\tcc\starterに保存します。

5. エディタをクローズします。

Taleo接続クライアントの開始

ステップ

1. Taleo接続クライアントを開始します。

まずスプラッシュ画面が表示され、次にTaleo製品へのpingウィンドウがオープンします。

2. 接続先の製品をプルダウン・メニューから選択します。

pingの送信先の製品が選択されます。

3. エンドポイントを選択します。

選択したエンドポイントが本番ゾーンではなく、ステージング、開発またはテスト・ゾーンであることを確認してくださ

い。この手順の情報はTaleo Professional製品に実際にインポートされるので、元に戻すことはできません。

4. 認証情報を確認します。

5. Pingをクリックします。

Taleo製品へのpingウィンドウがクローズします。TCCグラフィック・ユーザー・インタフェースがオープンします。
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インポート

インポート仕様の作成

最初のタスクは、各列が表す情報を定義して、CSV形式の要求ファイルの構造を記述するインポート仕様を作成する

ことです。

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザード

新規インポート・ウィザード・ウィンドウがオープンします。

2. プルダウン・メニューから専門職/採用[バージョン]製品を選択します。

3. リストから候補者インポート・サービスを選択します。

4. 新規インポート仕様の作成を選択します。

5. プルダウン・メニューからマージ操作を選択します。

マージ操作は、必要に応じて、作成または更新操作に処理を委任します。レコードか存在しない場合には作成

され、存在する場合には更新されます。

6. 「終了」をクリックします。

新しいインポート仕様がインポート・エディタに表示されます。

インポート仕様の定義

ステップ

1. 「一般」タブの情報を確認し、必要に応じて修正します。

2. 「エンティティ」タブをクリックします。

「エンティティ」ビューに候補者エンティティ構造が表示されます。

3. 「列」タブをクリックします。

「列」タブに、空の列リストが表示されます。

4. エンティティ構造から列リストにEmailAddressをドラッグ・アンド・ドロップします。

a) 動作セクションで、値を検索または参照に使用するを選択します。

b) ターゲットが候補者であることを確認します。

c) この値をエンティティにも設定するを選択します。

5. エンティティ構造から列リストにFirstNameをドラッグ・アンド・ドロップします。

6. エンティティ構造から列リストにLastNameをドラッグ・アンド・ドロップします。

7. エンティティ構造をAttachedFilesまでスクロールして展開します。

a) CandidateAttachedFileを展開します。

b) エンティティ構造から列リストにNameをドラッグ・アンド・ドロップします。

c) エンティティ構造から列リストにContentをドラッグ・アンド・ドロップします。

8. 列リストの「AttachedFiles,Content」をクリックします。
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a) 値は添付するファイルの場所ですを選択します。

フィールドが、添付するファイルのパスおよびファイル名であることを示します。

9. エンティティ構造をLastGeneralApplicationまでスクロールして展開します。

ビジネス・モデルに関しては、LastGeneralApplication関係が、候補者の一般的なプロファイルを作成する場

所です。

10. エンティティ構造から列リストにProfileLocaleをドラッグ・アンド・ドロップします。

プロファイルの言語は必須フィールドです。

a) 列リストの「LastGeneralApplication,ProfileLocale」をクリックします。

b) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

c) ProfileLocaleをヘッダー・ラベルとして入力します。

11. LastGeneralApplicationをExperiencesまでスクロールして展開します。

a) Experienceを展開します。

12. エンティティ構造から列リストにDisplaySequenceをドラッグ・アンド・ドロップします。

経験の表示順序は必須フィールドです。

13. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,DisplaySequence」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp1-Sequenceをヘッダー・ラベルとして入力します。

14. エンティティ構造から列リストにOtherEmployerNameをドラッグ・アンド・ドロップします。

15. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,OtherEmployerName」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp1-Employerをヘッダー・ラベルとして入力します。

16. エンティティ構造から列リストにOtherJobTitleをドラッグ・アンド・ドロップします。

17. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,OtherJobTitle」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp1-JobTitleをヘッダー・ラベルとして入力します。

18. エンティティ構造から列リストにBeginDateをドラッグ・アンド・ドロップします。

19. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,BeginDate」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp1-BeginDateをヘッダー・ラベルとして入力します。

20. エンティティ構造から列リストにEndDateをドラッグ・アンド・ドロップします。

21. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,EndDate」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp1-EndDateをヘッダー・ラベルとして入力します。

22. エンティティ構造から列リストにDisplaySequenceをドラッグ・アンド・ドロップします。

これは、2番目の職務経歴を記述する列の先頭です。

23. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,DisplaySequence」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp2-Sequenceをヘッダー・ラベルとして入力します。
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c) 動作セクションのコレクションの新規エレメントを開始するを選択します。

経歴コレクションの新規エレメントの開始を示します。

d) 動作セクションの値が空の場合は列をスキップするを選択します。

2番目の経歴がオプションであることを示しています。これにより、仕様がさらに柔軟になります。

24. エンティティ構造から列リストにOtherEmployerNameをドラッグ・アンド・ドロップします。

25. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,OtherEmployerName」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp2-Employerをヘッダー・ラベルとして入力します。

c) 動作セクションの値が空の場合は列をスキップするを選択します。

26. エンティティ構造から列リストにOtherJobTitleをドラッグ・アンド・ドロップします。

27. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,OtherJobTitle」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp2-JobTitleをヘッダー・ラベルとして入力します。

c) 動作セクションの値が空の場合は列をスキップするを選択します。

28. エンティティ構造から列リストにBeginDateをドラッグ・アンド・ドロップします。

29. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,BeginDate」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp2-BeginDateをヘッダー・ラベルとして入力します。

c) 動作セクションの値が空の場合は列をスキップするを選択します。

30. エンティティ構造から列リストにEndDateをドラッグ・アンド・ドロップします。

31. 列リストの「LastGeneralApplication,Experiences,EndDate」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

b) Exp2-EndDateをヘッダー・ラベルとして入力します。

c) 動作セクションの値が空の場合は列をスキップするを選択します。

インポート仕様の保存

ステップ

1. 「ファイル」>「別名保存」

2. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。

このフォルダは以前に作成しました。

3. 「candidate_merge」をファイル名として入力します。

4. 別名保存タイプとして、インポート(*_ld.xml)を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

候補者CSVファイルの作成

ステップ

1. サンプルCSVファイルの生成 をクリックします。
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インポート仕様の列が含まれているサンプルCSVファイルが、デフォルトのエディタでオープンします。

2. 列データを入力します。

a) EmailAddress: psmith@acme.com
b) FirstName: Paul
c) LastName: Smith
d) AttachedFiles,Name: psmith_cv.doc
e) AttachedFiles,Content: C:\tcc\starter\psmith_cv.doc
f) ProfileLocale: en
g) Exp1-Sequence: 1
h) Exp1-Employer: ABC International
i) Exp1-JobTitle: Senior Consultant
j) Exp1-BeginDate: 2007-01-02
k) Exp1-EndDate: 2007-12-31
l) Exp2-Sequence: 2
m) Exp2-Employer: XYZ Inc.
n) Exp2-JobTitle: Analyst
o) Exp2-BeginDate: 2008-01-02
p) Exp2-EndDate: 2008-06-30

3. 「ファイル」>「別名保存」

4. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。

5. 「candidate_merge」をファイル名として入力します。

6. 別名保存タイプとして、CSVファイル(*.csv)を選択します。

7. 「保存」をクリックします。

インポート構成の作成

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザード

新規構成ウィザード・ウィンドウがオープンします。

2. インポート仕様に基づくを選択します。

a) 参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を選択します。

c) 「candidate_merge_ld.xml」を選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

3. 「次」をクリックします。

4. エンドポイントを確認します。

選択したエンドポイントが本番ゾーンではなく、ステージング、開発またはテスト・ゾーンであることを確認してくださ

い。この手順の情報はTaleo Professional製品に実際にインポートされるので、元に戻すことはできません。

5. 「終了」をクリックします。

新しい構成仕様が構成エディタに表示されます。
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インポート構成の定義

ステップ

1. 「一般」タブの情報を確認し、必要に応じて修正します。

2. 「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイルで、参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を参照します。

c) 「candidate_merge.csv」を選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

3. 「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダで、参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を選択します。

c) 「識別子」で、 をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。

d) [FILE]_[NOW]を入力します。

e) 「OK」をクリックします。

4. モニタリングタブをクリックします。

a) モニタリングを使用可能が選択されていることを確認します。

b) フォルダで、参照 をクリックします。

c) 「C:\tcc\starter」を選択します。

d) ワークフロー識別子をファイル名として再利用が選択されていることを確認します。

e) XMLモニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。

f) HTMLモニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。

g) テキスト・モニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。

5. 「送信」タブをクリックします。

a) エンドポイントを確認します。

選択したエンドポイントが本番ゾーンではなく、ステージング、開発またはテスト・ゾーンであることを確認してく

ださい。この手順の情報はTaleo Professional製品に実際にインポートされるので、元に戻すことはできま

せん。

「プレビュー」セクションに、エンドポイントのURLが表示されます。

6. ポーリング・タブをクリックします。

a) リストからエンドポイントを使用が選択されていることを確認します。

b) エンドポイントが以前と同じであることを確認します。

c) 品質セクションで「再試行」が選択されていることを確認します。

d) 間隔(秒)が10であることを確認します。

e) 完了試行が選択され、30に設定されていることを確認します。

7. 取得タブをクリックします。
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a) リストからエンドポイントを使用が選択されていることを確認します。

b) エンドポイントが以前と同じであることを確認します。

インポート構成の保存

ステップ

1. 「ファイル」>「保存」

2. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。

3. 「candidate_merge」をファイル名として入力します。

4. 別名保存タイプとして、クライアント構成(*_cfg.xml)を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

インポート構成の実行

前提条件

インポート構成ファイルcandidate-merge_cfg.xmlをオープンして選択していること。

ステップ

1. ウィンドウ>パースペクティブのオープン>ランタイム

2. 構成の実行 をクリックします。

3. モニタリング・パースペクティブを最大化します。

ワークフロー実行の詳細が表示されます。

4. 実行の完了を待機します。

5. C:\tcc\starter\candidate_merge-<datetime>.csv結果ファイルをCSVエディタでオープンします。

結果ファイルがオープンします。
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エクスポート

エクスポート仕様の作成

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規エクスポート・ウィザード

新規エクスポート・ウィザード・ウィンドウがオープンします。

2. プルダウン・メニューから専門職/採用[バージョン]製品を選択します。

3. 「フィルタ」に「c」という文字を入力します。

候補者エンティティがリストの上部に移動します。

4. 「候補者」を選択します。

5. 新規エクスポートの作成が選択されていることを確認します。

6. 「終了」をクリックします。

新しいエクスポート仕様がエクスポート・エディタに表示されます。

エクスポート仕様の定義

ステップ

1. 「エンティティ」をクリックします。

エンティティ・ビューに候補者のフィールドおよび関係が表示されます。

2. 「一般」タブをクリックします。

a) 「ロケール」が「英語」であることを確認します。

b) エクスポート・モードで、プルダウン・メニューからCSVレポートを選択します。

c) CSVヘッダーありを選択します。

d) CSV値デリミタを選択して、カンマ（,）を入力します。

e) CSV引用符文字選択して、二重引用符（"）を入力します。

3. プロジェクション・タブをクリックします。

4. エンティティ構造からプロジェクション・リストにEmailAddressをドラッグ・アンド・ドロップします。

5. 「追加」をクリックします。

a) 関数プロジェクションの追加を選択します。

b) 「機能」プルダウン・メニューから連結を選択します。

c) 「OK」をクリックします。

6. 「別名」にFullNameを入力します。

a) エンティティ構造から関数パラメータ・リストにLastNameをドラッグ・アンド・ドロップします。

b) LastNameを選択して、上矢印 で上部に移動します。

c) 2番目のパラメータを選択します。
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d) データ型プルダウン・メニューから「文字列」を選択します。

e) 後ろにスペースが付いたカンマ（, ）を入力します。

f) 最後のパラメータを選択して、マイナス で削除します。

g) エンティティ構造から関数パラメータ・リストにFirstName をドラッグ・アンド・ドロップします。

7. 「フィルタ」タブをクリックします。

a) エンティティ構造からフィルタ・リストにEmailAddressをドラッグ・アンド・ドロップします。

b) フィルタ・リストのフィルタ(次と等しい)をクリックします。

c) 最初の値がEmailAddressであることを確認します。

d) 最初のデータ型がフィールドであることを確認します。

e) 演算子が「次と等しい」であることを確認します。

f) 2番目の値に「psmith@acme.com」と入力します。

g) 2番目のデータ型が文字列であることを確認します。

エクスポート仕様の保存

ステップ

1. 「ファイル」>「別名保存」

2. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。

このフォルダは以前に作成しました。

3. 「candidate_export」をファイル名として入力します。

4. 別名保存タイプとして、エクスポート(*_sq.xml)を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

エクスポート構成の作成

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザード

新規構成ウィザード・ウィンドウがオープンします。

2. エクスポート仕様に基づくを選択します。

a) 参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を選択します。

c) 「candidate_export_sq.xml」を選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

3. 「次」をクリックします。

4. エンドポイントを確認します。

選択したエンドポイントがレコード・インポートに使用したものと同じであることを確認します。

5. 「終了」をクリックします。

新しい構成仕様が構成エディタに表示されます。
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エクスポート構成の定義

ステップ

1. 「一般」タブの情報を確認し、必要に応じて修正します。

2. 「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイルで、参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を参照します。

c) 「candidate_export_sq.xml」を選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

3. 「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダで、参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を選択します。

c) 「識別子」で、 をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。

d) Candidate-[NOW]を入力します。

e) 「OK」をクリックします。

4. モニタリングタブをクリックします。

a) モニタリングを使用可能が選択されていることを確認します。

b) フォルダで、参照 をクリックします。

c) 「C:\tcc\starter」を選択します。

d) ワークフロー識別子をファイル名として再利用が選択されていることを確認します。

e) XMLモニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。

f) HTMLモニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。

g) テキスト・モニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。

5. 「送信」タブをクリックします。

a) エンドポイントを確認します。

選択したエンドポイントがレコード・インポートに使用したものと同じであることを確認します。

「プレビュー」セクションに、エンドポイントのURLが表示されます。

6. ポーリング・タブをクリックします。

a) リストからエンドポイントを使用が選択されていることを確認します。

b) エンドポイントが以前と同じであることを確認します。

c) 品質セクションで「再試行」が選択されていることを確認します。

d) 間隔(秒)が10であることを確認します。

e) 完了試行が選択され、30に設定されていることを確認します。

7. 取得タブをクリックします。

a) リストからエンドポイントを使用が選択されていることを確認します。
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b) エンドポイントが以前と同じであることを確認します。

エクスポート構成の保存

ステップ

1. 「ファイル」>「保存」

2. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。

3. 「candidate_export」をファイル名として入力します。

4. 別名保存タイプとして、クライアント構成(*_cfg.xml)を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

エクスポート構成の実行

前提条件

エクスポート構成ファイルcandidate_export_cfg.xmlをオープンして選択していること。

ステップ

1. ウィンドウ>パースペクティブのオープン>ランタイム

2. 構成の実行 をクリックします。

3. モニタリング・パースペクティブを最大化します。

ワークフロー実行の詳細が表示されます。

4. 実行の完了を待機します。

5. C:\tcc\starter\candidate-<datetime>.csv結果ファイルをCSVエディタでオープンします。

結果ファイルがオープンされ、抽出されたデータが表示されます。
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階層エンティティ

階層エンティティ

階層エンティティは、ツリー構造になっています。親および子で構成されています。ルート・エンティティには親がなく、他の

すべてのエンティティの祖先になっています。

タイプ

2つのタイプの階層エンティティがあります。SmartOrgの組織、場所、JobFieldなどの固定タイプと、Professionalの部

門などの柔軟タイプです。

固定階層エンティティでは、インポート操作で特に注意が必要です。固定タイプのエンティティを作成するには、その親を

指定する必要があります。固定タイプのエンティティを削除するには、まずそのすべての子を削除するか新しい親に移動

する必要があります。

柔軟タイプのエンティティのインポート処理は通常のエンティティとほぼ同様に動作します。親なしで個別に作成すること

も、階層構造にすることもできます。柔軟タイプのエンティティを削除する場合は、その依存関係を別のエンティティに再

割当する必要があります。

モデル

組織エンティティを使用して、階層エンティティの様々なインポート操作について説明します。組織を作成し、その多言語

フィールドを更新し、エンティティを再編成し、その一部を削除します。

組織の最上位は次のようになっています。

 

 

モデルを扱いやすくするために、販売部門のみを展開しました。販売部門は次のようになっています。
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組織の作成および更新が終わったら、販売部門が再構成されます。再構成後の販売部門は次のようになります。
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フィールド

組織エンティティの次のフィールドおよび関係を使用して操作を実行します。

• Code: 意味を持つキーとして使用する一意の識別子。単一言語の文字列。

• CustomerID: 統合目的で外部システムの組織を参照するために使用する顧客識別子。単一言語の文字列。

• Name: 組織インスタンスの名前。多言語の文字列。

• Parent, Organisation.Code: 意味を持つキーとして使用する一意の識別子。単一言語の文字列。

• Industry.Number: Taleoアプリケーションに事前にロードされている関連業界番号。整数。

• Sequence: Taleoアプリケーションのエンティティを表示する際に、デフォルトのソート順序を上書きするために指定

するソート順序。整数。

ルート・コードの検索

ルート・コードを検索するために、エンティティからルート・コードを抽出します。ルート・コード値は、作成する階層エンティ

ティの最初のレコードの親コードになります。

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。

Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規エクスポート・ウィザードの順に選択して、新規エクスポート・ウィザードをオー

プンします。

新規エクスポート・ウィザードがオープンします。

2. 「製品」プルダウン・メニューで、SmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「フィルタ」に「o」という文字を入力します。

b) 「組織」をクリックします。

c) 新規エクスポートの作成を選択します。

d) 「終了」をクリックします。

新規エクスポート・エディタがオープンします。
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3. 「一般」タブで、CSVヘッダーありを選択します。

CSV属性のデフォルト値を使用します。

4. プロジェクション・タブを選択します。

a) エンティティ・ビューからプロジェクション・リストに、コード、名前およびレベルをドラッグ・アンド・ドロップします。

5. 「フィルタ」タブを選択します。

a) エンティティ・ビューからフィルタ・リストにレベルをドラッグしてレベルを選択します。

b) 下部のデータ型ドロップダウン・メニューで整数を選択します。

c) 値に0を入力します。

レベル0はルート・レベルです。

6. OrgRoot-export_sq.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。

フォルダ構造は、「インストール」の項に説明されています。

7. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。

8. エクスポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-exportフォルダに移動します。

c) OrgRoot-export_sq.xmlを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

e) 「次」をクリックします。

f) エンドポイントを選択します。

g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。

9. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-exportフォルダに移動します。

c) OrgRoot-export_sq.xmlを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。

10. 「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-exportフォルダに移動します。

c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。
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d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。

e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。

f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。

11. OrgRoot-Extract_cfg.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。

12. 構成の実行 をクリックして、ワークフローが抽出を完了するのを待ちます。

13. organization-exportフォルダをオープンします。

14. CSV結果ファイルOrgRoot-export_sq-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープンしま

す。

結果

ルート・コード、組織名およびレベルがヘッダーの下に表示されます。

Code,Name,Level 
ROOT-ORGANIZATION,[en]=New Millenium,0

組織の作成

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。

Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープン

します。

新規インポート・ウィザードがオープンします。

2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「組織」をクリックします。

b) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。

c) 「テンプレート」プルダウン・メニューで、基本組織作成を選択します。

d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。

3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。

b) 値デリミタがカンマになっていること。

c) 引用符文字が二重引用符になっていること。

4. 拡張: その他のインポート・オプションで、ブラウザ・ボタン をクリックします。

a) 統合プロセッサが選択されていること。

b) ダイアログ・ボックスにolfが指定されていること。

c) 追加インポート・オプションで、switch.system.maintenanceパラメータがalwaysに設定されていること。

d) 「OK」をクリックします。
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5. 「列」タブをクリックします。

6. 各列を選択して、列情報および動作を確認します。

7. organization-create_ld.xmlという名前でorganization-createフォルダに保存します。

8. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。

9. CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。ROOT-CODEはTaleo製品から以前に

抽出されたルート・コードです。

Code,CustomerID,Name,ParentCode,IndustryNumber,DisplaySequence 
CPCORP0,CORP-CONPROD,Corporate Headquarters,ROOT-CODE,12,1 
CPRD0,RD-CONPROD,Research & Development,CPCORP0,12,300 
CPHR0,HR-CONPROD,Human Ressources,CPCORP0,12,500 
CPPRD0,PROD-CONPROD,Production,CPCORP0,12,400 
CPFIN0,FINANCE-CONPROD,Finance,CPCORP0,12,200 
CPSAL0,SALES-CONPROD,Sales,CPCORP0,12,100 
CANSAL0,SALES-CAN,Canada,CPSAL0,12,130 
USASAL0,SALES-USA,United States of America,CPSAL0,12,110 
MEXSAL0,SALES-MEX,Mexico,CPSAL0,12,120 
CANSAL1,SALES-MAR,Maritimes,CANSAL0,12,131 
CANSAL2,SALES-QC,Quebec,CANSAL0,12,132 
CANSAL3,SALES-ON,Ontario,CANSAL0,12,133 
CANSAL4,SALES-PRA,Prairies,CANSAL0,12,134 
CANSAL5,SALES-BC,British Columbia,CANSAL0,12,135 
USASAL1,SALES-NE,New England,USASAL0,12,111 
USASAL2,SALES-MA,Mid-Atlantic,USASAL0,12,112 
USASAL3,SALES-SE,Southeast,USASAL0,12,113 
USASAL4,SALES-CGL,Central Great Lakes,USASAL0,12,114 
USASAL5,SALES-SGC,South / Gulf Coast,USASAL0,12,116 
USASAL6,SALES-MW,Midwest,USASAL0,12,115 
USASAL7,SALES-WM,Western Mountains,USASAL0,12,117 
USASAL8,SALES-CA,California,USASAL0,12,118 
MEXSAL1,SALES-BA,Baja California,MEXSAL0,12,126 
MEXSAL2,SALES-NM,Northern Mexico,MEXSAL0,12,125 
MEXSAL3,SALES-TB,The Bajio,MEXSAL0,12,124 
MEXSAL4,SALES-CM,Central Mexico,MEXSAL0,12,121 
MEXSAL5,SALES-PC,Pacific Coast,MEXSAL0,12,123 
MEXSAL6,SALES-YP,Yucatan Peninsula,MEXSAL0,12,122

10. organization-create.csvという名前でorganization-createフォルダにファイルを保存します。

11. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。

12. インポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-createフォルダに移動します。

c) organization-create_ld.xmlを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

e) 「次」をクリックします。

f) エンドポイントを選択します。

g) 「終了」をクリックします。
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新規構成エディタがオープンします。

13. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-createフォルダに移動します。

c) organization-create.csvを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。

14. 「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-createフォルダに移動します。

c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。

d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。

e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。

f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。

15. organization-create_cfg.xmlという名前でorganization-createフォルダに保存します。

16. 構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。

17. organization-createフォルダをオープンします。

18. CSV結果ファイルorganization-create-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープンし

ます。

次の結果が表示されます。

"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message" 
"1","","success","organization.create",,"" 
"2","","success","organization.create",,"" 
"3","","success","organization.create",,"" 
... 
"26","","success","organization.create",,"" 
"27","","success","organization.create",,"" 
"28","","success","organization.create",,""

組織の更新

特定のロケール・メソッドを使用して、組織の多言語フィールドを更新します。

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
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Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

Taleoアプリケーションに複数のアクティブな言語があること。

ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープン

します。

新規インポート・ウィザードがオープンします。

2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「組織」をクリックします。

b) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。

c) 「テンプレート」プルダウン・メニューで、基本組織更新を選択します。

d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。

3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。

b) 値デリミタがカンマになっていること。

c) 引用符文字が二重引用符になっていること。

4. 拡張: その他のインポート・オプションで、ブラウザ・ボタン をクリックします。

a) 統合プロセッサが選択されていること。

b) ダイアログ・ボックスにolfが指定されていること。

c) 追加インポート・オプションで、switch.system.maintenanceパラメータがalwaysに設定されていること。

d) 「OK」をクリックします。

5. 「列」タブをクリックします。

6. 組織: 名前を選択します。

a) 列情報で「ヘッダー」を選択して、Name (en)をダイアログ・ボックスに入力します。

b) 動作で、値が空の場合は列をスキップするを選択します。

c) 多言語フィールドを展開します。

d) ロケール・タイプで、特定のロケールをプルダウン・メニューから選択します。

e) ロケールで、「英語」をプルダウン・メニューから選択します。

7. エンティティ・ビューから名前をドラッグ・アンド・ドロップします。

a) 組織: 名前を選択します。

b) 「上へ」ボタンをクリックして、DisplaySequenceの上のName (en)の下に移動します。

a) 列情報で「ヘッダー」を選択して、Nom (fr)をダイアログ・ボックスに入力します。

b) 動作で、値が空の場合は列をスキップするを選択します。

c) 多言語フィールドのロケール・タイプで、特定のロケールをプルダウン・メニューから選択します。

d) 多言語フィールドのロケールで、「フランス語」をプルダウン・メニューから選択します。

8. エンティティ・ビューから名前をドラッグ・アンド・ドロップします。

a) 組織: 名前を選択します。

b) 「上へ」ボタンをクリックして、DisplaySequenceの上のNom (fr)の下に移動します。

c) 列情報で「ヘッダー」を選択して、Nombre (es)をダイアログ・ボックスに入力します。
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d) 動作で、値が空の場合は列をスキップするを選択します。

e) 多言語フィールドのロケール・タイプで、特定のロケールをプルダウン・メニューから選択します。

f) 多言語フィールドのロケールで、「スペイン語」をプルダウン・メニューから選択します。

9. organization-update_ld.xmlという名前でorganization-updateフォルダに保存します。

10. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。

11. CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。

Code,CustomerID,Name (en),Nom (fr),Nombre (es),DisplaySequence 
CPCORP0,CORP-CONPROD,Corporate Headquarters,Siège social,Domicilio social,1 
CPRD0,RD-CONPROD,Research & Development,Recherche et développement,Investigatiión y
 desarrollo,300 
CPHR0,HR-CONPROD,Human Ressources,Ressources humaines,Recursos humanas,500 
CPPRD0,PROD-CONPROD,Production,Production,Producción,400 
CPFIN0,FINANCE-CONPROD,Finance,Finance,Finanzas,200 
CPSAL0,SALES-CONPROD,Sales,Ventes,Ventas,100 
CANSAL0,SALES-CAN,Canada,Canada,Canada,130 
USASAL0,SALES-USA,United States of America,États Unis d'Amérique,Estados Unidos de
 América,110 
MEXSAL0,SALES-MEX,Mexico,Mexique,Mexico,120 
CANSAL1,SALES-MAR,Maritimes,Maritimes,Marítimos,131 
CANSAL2,SALES-QC,Quebec,Québec,Quebec,132 
CANSAL3,SALES-ON,Ontario,Ontario,Ontario,133 
CANSAL4,SALES-PRA,Prairies,Prairies,Praderas,134 
CANSAL5,SALES-BC,British Columbia,Colombie Britannique,Colombia Británica,135 
USASAL1,SALES-NE,New England,Nouvelle Angleterre,Nueva Inglaterra,111 
USASAL2,SALES-MA,Mid-Atlantic,Atlantique centre,Atlántico central,112 
USASAL3,SALES-SE,Southeast,Sud-est,Sudeste,113 
USASAL4,SALES-CGL,Central Great Lakes,Grands lacs central,Gran lagos central,114 
USASAL5,SALES-SGC,South / Gulf Coast,Sud / Côte du golfe,Sur / Costa del golfo,116 
USASAL6,SALES-MW,Midwest,Midwest,Midwest,115 
USASAL7,SALES-WM,Western Mountains,Montagnes de l'ouest,Montañas del oeste,117 
USASAL8,SALES-CA,California,Californie,California,118 
MEXSAL1,SALES-BA,Baja California,Baja California,Baja California,125 
MEXSAL2,SALES-NM,Northern Mexico,Mexique du Nord,Mexico del norte,125 
MEXSAL3,SALES-TB,The Bajio,Le Bajio,El Bajío,124 
MEXSAL4,SALES-CM,Central Mexico,Mexique central,Mexico central,121 
MEXSAL5,SALES-PC,Pacific Coast,Côte du Pacifique,Costa del Pacífico,123 
MEXSAL6,SALES-YP,Yucatan Peninsula,Péninsule du Yucatan,Península del Yucatan,122

12. organization-update.csvという名前でorganization-updateフォルダにファイルを保存します。

13. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。

14. インポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-updateフォルダに移動します。

c) organization-update_ld.xmlを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

e) 「次」をクリックします。
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f) エンドポイントを選択します。

g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。

15. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-updateフォルダに移動します。

c) organization-update.csvを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。

16. 「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-updateフォルダに移動します。

c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。

d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。

e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。

f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。

17. organization-update_cfg.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。

18. 構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。

19. organization-updateフォルダをオープンします。

20. CSV結果ファイルorganization-update-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープンし

ます。

次の結果が表示されます。

"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message" 
"1","","success","organization.update",,"" 
"2","","success","organization.update",,"" 
"3","","success","organization.update",,"" 
... 
"26","","success","organization.update",,"" 
"27","","success","organization.update",,"" 
"28","","success","organization.update",,""
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組織の変更

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。

Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

ステップ

1. TCCでorganization-createフォルダのorganization-create_ld.xmlをオープンします。

2. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。

3. CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。

Code,CustomerID,Name,ParentCode,IndustryNumber,DisplaySequence 
NMSAL1,SALES-NA,North America,CPSAL0,12,101 
NMSAL2,SALES-EME,Europe & Middle East,CPSAL0,12,102 
NMSAL3,SALES-ASIA,Asia,CPSAL0,12,103

4. reorganization-create.csvという名前でorganization-createフォルダにファイルを保存します。

5. TCCでorganization-createフォルダのorganization-create_cfg.xmlをオープンします。

6. 「一般」タブの「ワークフロー」で、ワークフロー識別子をReorganization-create-[NOW]に変更します。

7. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-createフォルダに移動します。

c) reorganization-create.csvを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。

8. reorganization-create_cfg.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。

9. 構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。

10. organization-createフォルダをオープンします。

11. CSV結果ファイルreorganization-create-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープン

します。

次の結果が表示されます。

"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message" 
"1","","success","organization.create",,"" 
"2","","success","organization.create",,"" 
"3","","success","organization.create",,""

組織の移動

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
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Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープン

します。

新規インポート・ウィザードがオープンします。

2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「組織」をクリックします。

b) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。

c) 「テンプレート」プルダウン・メニューで、基本組織移動を選択します。

d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。

3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。

b) 値デリミタがカンマになっていること。

c) 引用符文字が二重引用符になっていること。

4. 拡張: その他のインポート・オプションで、ブラウザ・ボタン をクリックします。

a) 統合プロセッサが選択されていること。

b) ダイアログ・ボックスにolfが指定されていること。

c) 追加インポート・オプションで、switch.system.maintenanceパラメータがalwaysに設定されていること。

d) 「OK」をクリックします。

5. 「列」タブをクリックします。

6. 各列を選択して、列情報および動作を確認します。

移動操作には、移動する組織および新しい親組織の2つのパラメータが必要です。パラメータは、エンティティ・

ビューのパラメータ・プルダウン・メニューから選択します。

7. organization-move_ld.xmlという名前でorganization-moveフォルダに保存します。

8. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。

9. CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。

"OrganizationCode","NewParentCode" 
CANSAL0,NMSAL1 
USASAL0,NMSAL1 
MEXSAL0,NMSAL1

10. organization-move.csvという名前でorganization-moveフォルダにファイルを保存します。

11. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。

12. インポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
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b) organization-moveフォルダに移動します。

c) organization-move_ld.xmlを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

e) 「次」をクリックします。

f) エンドポイントを選択します。

g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。

13. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-moveフォルダに移動します。

c) organization-move.csvを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。

14. 「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-moveフォルダに移動します。

c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。

d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。

e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。

f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。

15. organization-move_cfg.xmlという名前でorganization-moveフォルダに保存します。

16. 構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。

17. organization-moveフォルダをオープンします。

18. CSV結果ファイルorganization-move-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープンしま

す。

次の結果が表示されます。

"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message" 
"1","","success","organization.move",,"" 
"2","","success","organization.move",,"" 
"3","","success","organization.move",,""
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組織の削除

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。

Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープン

します。

新規インポート・ウィザードがオープンします。

2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「組織」をクリックします。

b) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。

c) 「テンプレート」プルダウン・メニューで、基本組織削除を選択します。

d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。

3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。

b) 値デリミタがカンマになっていること。

c) 引用符文字が二重引用符になっていること。

4. 拡張: その他のインポート・オプションで、ブラウザ・ボタン をクリックします。

a) 統合プロセッサが選択されていること。

b) ダイアログ・ボックスにolfが指定されていること。

c) 追加インポート・オプションで、switch.system.maintenanceパラメータがalwaysに設定されていること。

d) 「OK」をクリックします。

5. 「列」タブをクリックします。

6. 各列を選択して、列情報および動作を確認します。

削除操作には、削除する組織および孤立に対する組織の再割当の2つのパラメータがあります。削除するエン

ティティに子がある場合は、子を新しい親に再割当できます。パラメータは、エンティティ・ビューのパラメータ・プルダ

ウン・メニューから選択します。

7. ReassignOrganisationを選択して、「削除」をクリックします。

8. organization-delet_ld.xmlという名前でorganization-deleteフォルダに保存します。

9. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。

10. CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。

OrganisationCode 
MEXSAL1 
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MEXSAL2 
MEXSAL3 
MEXSAL4 
MEXSAL5 
MEXSAL6 
MEXSAL0

親が最後のエントリであることに注意してください。親の前にすべての子が削除されます。

11. organization-delete.csvという名前でorganization-deleteフォルダにファイルを保存します。

12. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。

13. インポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-deleteフォルダに移動します。

c) organization-delete_ld.xmlを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

e) 「次」をクリックします。

f) エンドポイントを選択します。

g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。

14. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-deleteフォルダに移動します。

c) organization-delete.csvを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。

15. 「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-deleteフォルダに移動します。

c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。

d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。

e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。

f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。
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16. organization-delete_cfg.xmlという名前でorganization-moveフォルダに保存します。

17. 構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。

18. organization-deleteフォルダをオープンします。

19. CSV結果ファイルorganization-delete-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープンし

ます。

次の結果が表示されます。

"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message" 
"1","","success","organization.delete",,"" 
"2","","success","organization.delete",,"" 
"3","","success","organization.delete",,"" 
"4","","success","organization.delete",,"" 
"5","","success","organization.delete",,"" 
"6","","success","organization.delete",,"" 
"7","","success","organization.delete",,""
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フィルタ

最終実行日

最終実行日（LRD）は、日付フィールドの値に基づいてレコードをフィルタするためにエクスポート仕様で使用します。この

機能を使用すると、ワークフローの最終実行以降に作成または変更されたレコードを容易に抽出できます。

LRDはプロセスでエラーがなかった場合にのみ、抽出が完了した後に設定されます。保存される最終実行日は、プロセ

スの開始時に取得されたものです。

ファイル

成功したエクスポート・ワークフローの日時は、...\Taleo Connect Client\lastrundatesフォルダに*.lrdファイルとして

保存されます。LRDファイル名は、LRDファイルを作成および更新する構成ファイルに基づいて付けられます。たとえ

ば、Candidate_export_cfg.xmlでは、Candidate_export.lrdが作成または更新されます。

LRD値は特定の構成ファイルに関連付けられているため、LRDフィルタリングを使用する各エクスポート仕様とその構成

ファイルをペアにしておく必要があります。たとえば、Candidate_export_sq.xmlはCandidate_export_cfg.xmlと排他

的に結びつけられています。複数のLRDエクスポート仕様を1つの構成ファイルで使用すると、保存されるLRDで競合が

発生します。

遅延

デフォルトのLRDフィルタリングでは、現在のタイムゾーンから5分をマイナスした

値を使用してLRDフィルタ値が設定されます。デフォルトのLRDマイナス調整

は、com.taleo.integration.client.lrd.filtering.minute.adjustment.zone=[minute value]システム・プロパティを使

用して変更できます。

最終実行日の設定

最終実行日を設定すると、初回使用のLRD値を使用して、*.lrdファイルが作成されます。

前提条件

LRDフィルタを使用する、対応するエクスポート仕様ファイルが存在すること。

ステップ

1. 対応するエクスポート仕様に基づいて新しい構成を作成します。

2. 構成ファイルを保存します。

3. 前処理タブをクリックします。

4. 最終実行日の準備をクリックします。

5. 日時ソースを選択します。

• TEE 7.0.5以降: ゾーンの日付を使用する（デフォルト）。

• TEE 7.0.4以前: 現在のコンピュータの日付を使用する。

6. 「変更」リンクをクリックします。

a) 日時を選択します。
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b) 「OK」をクリックします。

最終実行日の値: 選択した日時が表示されます。

数字以外の文字の除去

REGEXP_REPLACE関数を使用すれば、数字以外の文字をプロジェクションから素早く削除できます。

通常、電話番号は複数の書式で入力されます。

• (123)456-7890
• (123) 456-7890
• 123-456-7890
• 123 456-7890

例:

このプロジェクションでは、REGEXP_REPLACE関数により数字以外の文字が削除され、同じ書式

（1234567890）で結果が出力されます。

<quer:projection alias="HomePhone"> 
            <quer:customFunction name="REGEXP_REPLACE"> 
                        <quer:field path="Candidate,HomePhone"/> 
                        <quer:string>\D</quer:string> 
                        <quer:string/> 
            </quer:customFunction> 
</quer:projection>

正規表現は、他のデータ変換にも使用できる強力なツールです。

FilteringとProjectionFiltering

<filterings>と<projectionsFilterings>では、セマンティクスが異なります。ここでは、駆動表または結合表のどちらで

フィルタを使用するかを明確にします。

たとえば、Requisition -> CieLocationというモデルの問合せを作成する必要があるとします。これは、1つ

のRequisitionに対して多数のCieLocationが存在するN関係になっています。

Requisitionに対する問合せを作成して、CieLocationに対するプロジェクションを追加しま

す。CieLocationに<filtering>がある場合は、フィルタ条件を満たさないRequisitionが除外されま

す。CieLocationに<projectionfiltering>がある場合は、フィルタ条件を満たさないCieLocation が除外されます。

つまり、<filtering>は内部結合に関するフィルタであり、<projectionfiltering>は外部結合に関するフィルタです。



119 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

その他

コレクションからのエレメントの削除

Taleo接続クライアントでは、コレクションから特定のエレメントを削除できます。レコードを更新する際、ユーザーは新しい

エレメントを追加する前に、特定のエレメントをコレクションから削除できます。

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。

Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

• この操作を使用できるのは、削除可能な関係に対してのみです。削除可能な関係に関する文書は、データ辞

書エンティティ関係要約表を参照してください。

ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープン

します。

新規インポート・ウィザードがオープンします。

2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「ユーザー」をクリックします。

b) 新規インポート仕様の作成を選択します。

c) 「操作」プルダウン・メニューで更新します。

d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。

3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。

b) 値デリミタがカンマになっていること。

c) 引用符文字が二重引用符になっていること。

4. 「列」タブをクリックします。

5. ユーザー検索キーを選択します。

a) User.CorrespondenceEmailをエンティティ構造から列リストにドラッグします。

b) 動作セクションで、値を検索または参照に使用するを選択します。

6. ユーザー・アカウントからグループを削除する列を追加します。

a) UserAccount,Groups,Descriptionをエンティティ構造から列リストにドラッグします。

b) 列リストでUserAccount,Groups,Descriptionを選択します。

a) 動作セクションで、値を検索または参照に使用するを選択します。

b) 動作セクションで、コレクションをエレメントから削除するを選択します。

コレクションから複数の項目を削除するには、ステップを必要な回数だけ繰り返します。動作セクションで、2番目

以降の項目に対して"コレクションの新規エレメントを開始する"を選択します。
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言語コードのエクスポート

言語コードはCSVレポート形式でエクスポートできます。ユーザーは多言語フィールドに関連付けられている言語コード

を識別して、エクスポートされた文字列をロケールと照合できます。

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。

Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規エクスポート・ウィザードの順に選択して、新規エクスポート・ウィザードをオー

プンします。

新規エクスポート・ウィザードがオープンします。

2. 「製品」プルダウン・メニューで、SmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「フィルタ」に「o」という文字を入力します。

b) 「組織」をクリックします。

c) 新規エクスポートの作成を選択します。

d) 「終了」をクリックします。

新規エクスポート・エディタがオープンします。

3. 「一般」タブのその他の情報のエクスポート・モードで、プルダウン・メニューからCSVレポートを選択し、ヘッダーあり

を選択します。

4. 「一般」タブのその他の情報で、CSVヘッダーありを選択します。

CSV属性のデフォルト値を使用します。

5. プロジェクション・タブを選択します。

6. エンティティ・ビューからプロジェクション・リストに名前をドラッグ・アンド・ドロップします。

a) プロジェクション・リストで「名前」を選択します。

b) 「別名」を選択して、ParentNameをダイアログ・ボックスに入力します。

c) フィールド・オープン・ウィンドウ・ボタン をクリックします。

d) デフォルト・ロケールのみで値を表示を選択します。

e) 「OK」をクリックします。

7. エンティティ・ビューからプロジェクション・リストにコードをドラッグ・アンド・ドロップします。

a) プロジェクション・リストで「コード」を選択します。

b) 「別名」を選択して、ParentCodeをダイアログ・ボックスに入力します。

8. エンティティ・ビューからプロジェクション・リストに「Children,Name」をドラッグ・アンド・ドロップします。

ChildrenおよびBaseCompositeを展開して、名前を表示します。

a) プロジェクション・リストでChildren,Nameを選択します。

b) 「別名」を選択して、ChildNameをダイアログ・ボックスに入力します。

c) フィールド・オープン・ウィンドウ・ボタンをクリックします。 

d) すべてのロケールで値を表示を選択します。
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e) 「OK」をクリックします。

9. 「追加」をクリックします。

a) 多言語フィールド・プロジェクションの追加を選択します。

b) 「OK」をクリックします。

c) 多言語フィールド・プロジェクションを選択します。

d) 「別名」を選択して、ChildLocaleをダイアログ・ボックスに入力します。

e) 「フィールド」プルダウン・メニューから「ロケール」を選択します。

f) 「下位エレメント」関係を「関係」ダイアログ・ボックスにドラッグ・アンド・ドロップします。

10. 「フィルタ」タブを選択します。

a) エンティティ・ビューからフィルタ・リストにコードをドラッグしてコードを選択します。

デフォルトでは、最初の「値」は「コード」に、データ型は「フィールド」に、「演算子」は「次と等しい」に設定され

ます。

b) 2番目の「値」をCPCORP0に設定します。

c) 2番目のデータ型にプルダウン・メニューから「文字列」を選択します。

11. OrgLocale-export_sq.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。

フォルダ構造は、「インストール」の項に説明されています。

12. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。

13. エクスポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-exportフォルダに移動します。

c) OrgLocale-export_sq.xmlを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

e) 「次」をクリックします。

f) エンドポイントを選択します。

g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。

14. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-exportフォルダに移動します。

c) OrgLocale-export_sq.xmlを選択します。

d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。

15. 「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。
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「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。

b) organization-exportフォルダに移動します。

c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。

d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。

e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスにOrgLocale-[NOW]と入力します。

f) 「OK」をクリックします。

OrgLocale-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。

16. OrgLocale-Extract_cfg.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。

17. 構成の実行 をクリックして、ワークフローが抽出を完了するのを待ちます。

18. organization-exportフォルダをオープンします。

19. CSV結果ファイルOrgLocale-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープンします。

結果

ParentName,Parentcode,ChildName,ChildLocale 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Research & Development,en 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Investigatiión y desarrollo,es 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Recherche et développement,fr 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Human Ressources,en 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Recursos humanas,es 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Ressources humaines,fr 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Production,en 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Producción,es 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Production,fr 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Finance,en 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Finanzas,es 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Finance,fr 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Sales,en 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Ventas,es 
Corporate Headquarters,CPCORP0,Ventes,fr

CSVの多言語フィールド・サポート

言語トークン

多言語CSV列ヘッダーには、列定義に適用される指示を含む特殊なトークンが追加されています。これは、対応する

ロード・ファイルを変更せずに、既存のCSVファイルに多言語フィールド列を追加して、新しい言語を追加できるようにす

るために使用します。

CSV多言語フィールド・サポートをTCC-TCBで使用するには、次のようにします。

• CSVファイルのプロパティ・セクションには、"csv.multilingual=true"プロパティを含める必要があります。プロパティ名

では大文字と小文字が区別されるので小文字にする必要があります。

• CSVヘッダーを指定する必要があります。つまり、ロード・ファイルの"ヘッダーあり"を選択する必要があり、CSV入力

ファイル・データの最初の行がヘッダーである必要があります。

• すべてのCSVファイル・ヘッダー名が、ロード・ファイルに指定されている列パスまたは列別名（ヘッダー）と一致している

必要があります。
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新しい多言語フィールド列を追加するには、この多言語フィールドの少なくとも1つの列がロード・ファイルにすでに存在し

ている必要があります。CSVファイルに追加する新しい列ヘッダーは、そのフィールドについてロード・ファイルに定義されて

いるすべての既存の列ヘッダーの後に配置する必要があります。新しいヘッダーを最後の既存のヘッダーの直後に配置す

る必要はなく、行の最後に配置することもできます。

ロケールを指定するには、トークン[locale=xx]をヘッダー名の最後に使用する必要があります（ここでxxは"fr"などの指定

ロケールです）。"locale"トークンでは大文字と小文字が区別されるので小文字にする必要があります。

例

元のCSVファイル:
Identifier,"UserLoginname","Title","ManagerLoginname"
abc123,abc123,architect,manager123

多言語フィールドが追加されたCSVファイル:
#BEGINPROPERTIES
csv.multilingual=true
....
#ENDPROPERTIES
Identifier,"UserLoginname","Title","Title [locale=fr]",
"Title [locale=es]","ManagerLoginname"
abc123,abc123,architect,architecte,arquitecto,manager123

注意: ロード・ファイルに定義されている最初の多言語フィールド列のロケール情報はオプションです。

• CSVファイルにロケールが指定されていない場合は、ロード・ファイルからロケール情報が取得されます。

• CSVファイルにロケールが指定されており、"csv.multilingual=true"プロパティが設定されている場合は、ロード・ファ

イルからのロケール情報が常に上書きされます。

特定のロケールを使用するCSVファイル:
#BEGINPROPERTIES
csv.multilingual=true
....
#ENDPROPERTIES
Identifier,"UserLoginname","Title [locale=fr]","ManagerLoginname"
abc123,abc123,architecte,manager123

内部ロード・ファイル

一連の追加多言語列をTCCがロードする際に、CSVファイルの構造と一致する内部ロード・ファイルが作成されます。

新しい列の属性値は、ロード・ファイルに定義されている最初の多言語列からコピーされます。このロケール・トークン値に

よって、新しい列ごとにロケール属性値が設定されます。

元のロード・ファイル

<load:column parameter="1" type="DATA" path="CorrespondenceEmail" ignoreEmpty="true"
 localeType="NONE"/>
<load:column parameter="1" type="DATA" path="Title" ignoreEmpty="true" localeType="DEFAULT"/>
<load:column parameter="1" path="Department,CostCenter" searchType="NONE"
 localeType="DEFAULT" type="DATA"/>

新しいCSVファイル

#BEGINPROPERTIES
csv.multilingual=true
#ENDPROPERTIES
CorrespondenceEmail,Title,"Title [locale=fr]",
"Department,CostCenter","Department,CostCenter [locale=fr]"
abc123@xyz.com,plumber,plombier,plumbing,plomberie
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内部ロード・ファイル

<load:column parameter="1" type="DATA" path="CorrespondenceEmail" ignoreEmpty="true"
 localeType="NONE"/>
<load:column parameter="1" type="DATA" path="Title" ignoreEmpty="true" localeType="DEFAULT"/>
<load:column parameter="1" type="DATA" path=" Title" ignoreEmpty="true" localeType="SPECIFIC"
 localeValue="fr"/>
<load:column parameter="1" path="Department,CostCenter" searchType="NONE"
 localeType="DEFAULT" type="DATA"/>
<load:column parameter="1" path="Department,CostCenter" searchType="NONE"
 localeType="SPECIFIC" localeValue="fr" type="DATA"/>

新しい列のロケール属性のみが異なり、他は同じであることに注意してください。

標準の名前が設定されたUDFのエクスポート

XMLを修正せずに、TCCを使用して、標準フィールドと同じ名前が設定されたUDFをエクスポートする方法。

UDFと標準フィールドが同じ名前を共有している場合は、標準フィールドがエクスポートされます。UDFが選択項目であ

る場合は、コードの摘要をエクスポートしようとするとエラー・メッセージが表示されます。

フィールド名に"CustomField:"を追加すると、この問題を回避できます。

たとえば、"Candidate,Prefix"は標準フィールドです。UDFを抽出するには、"Candidate,CustomField:Prefix"を使

用する必要があります。

選択項目のUDFについても同様に、"Candidate,CustomField:Prefix,Description"とする必要があります。

RSOFFERモジュールとの統合

候補選択ワークフローにRSOFFERが含まれている場合、TCCを使用した統合に様々な制限があります。

次のタスクはTCCを使用して実行できます。

• TCCでドラフト・オファーをエクスポートし、オファー番号をキーとして再びインポートできます。たとえば、給与、ペイ・

ベース、支払周期ベースの更新に使用します。
• 一部の手動の手順を実行した後、TCCで”承認保留”のデータをエクスポートし、事前に定義された承認リストに基

づいて"承認されたオファー"として再びインポートすることができます。

次のタスクはTCCを使用して実行できません。

• 新しいオファー・レコードは作成できません。
• CSW MOVE操作を使用して、ステップおよびステータスからRSOFFERモジュール内の別のステップおよびステータ

スに移動できません。
• TCCを使用して、オファー承認を要求できません。手動プロセスにする必要があります。

一時ファイルの圧縮

一時ファイルの圧縮機能がデフォルトでアクティブ化されるようになりました。圧縮された一時ファイルの拡張子は"tmp"で
はなく"zip"になりました。

この機能により、次の効果があります。

• 32ビットJDKに起因する4GBの最大ファイル・サイズ制限に到達するリスクが軽減されます。
• 各ワークフロー・ステップ間の通信速度が増大されます。
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• ディスク・スペースが節約されます。

TCCのインストール・パスにあるTaleoConnectClient.iniファイルに次のパラメータを追加すれば、圧縮モードを非アク

ティブ化できます。

-Dcom.taleo.integration.compress.tempfile=false（またはFALSE）
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摘要

操作

正味変更操作は、顧客のシステムをTaleo Enterpriseアプリケーションと同期するのに必要なトランザクションの量の削

減を可能にすることによりTCCの機能を拡張します。

目的

Taleoアプリケーションに必要な変更のみを送信することが不可能で、特定のタイプのエンティティのためにすべてのデータ

を送るしかないときに、正味変更操作により更新プロセスの効率を高めることができます。

正味変更では送信されるデータをチェックし、変更されていないデータを転送から削除します。これによってデータベースに

対して適用されるデータの量が制限され、ボリューム制限に従うことが容易になり、統合プロセスが改善されます。

プロセス

正味変更では、フラット・ファイルの独自のデータベース・システムを使用してターゲット・アプリケーション（例: Taleo採用）

と同等のデータを保存します。正味変更設定であるか継続実行であるかにかかわらず、最初の使用時にエンティティごと

に正味変更表が作成されます。この情報は、顧客システムとターゲット・アプリケーションの同期に使用されます。

顧客のデータは標準のTCC CSVファイルで用意する必要があります。このファイルの構造はTCCインポート・ウィザード

で作成する必要があります。顧客は正味変更プロセスを適用するエンティティを選択し、エンティティ・データ・モデル中の

使用可能なエンティティ・フィールドを選択することによりCSVファイル構造を作成します。標準の正味変更テンプレート

が用意されています。

正味変更ワークフローは標準のTCC構成ファイルで定義されます。

正味変更プロセスを開始するには、TCC実行モード（GUIまたはコマンド・ライン）を呼び出す必要があります。顧客デー

タCSVファイルが正味変更によって取得および処理されます。このとき、顧客データが正味変更データベースと比較さ

れ、検出された違いに対してトランザクションが生成されます。この計算の出力は、ターゲット・アプリケーションを更新する

のに必要なすべてのトランザクションが格納されたT-XMLファイルです。それからこのT-XMLファイルはSOAPエンベロープ

にラップされ、ターゲット・アプリケーションに送信されます。

TCCはターゲット・アプリケーションにインポート要求の完了をポーリングし、結果ドキュメントの準備ができ次第それを取

得します。結果プロセッサの出力は、正味変更トランザクションのステータスおよび処理された各エンティティの属性が格

納された、SOAPでラップされたT-XMLファイルです。このT-XML出力ファイルは標準のTCC CSV応答文書に変換さ

れます。

正味変更結果プロセッサでは各トランザクションの回答を検証し、ターゲット・アプリケーションによって正しく処理されたも

のは正味変更データベースにコミットされます。エラーがレポートされたトランザクションはコミットされず、次に正味変更が

実行されたときに再度処理されます。これで、エンティティがアプリケーションおよび顧客データベースで同期されます。

マスター・スレーブのコンセプト

正味変更を使用して顧客データとターゲット・アプリケーション・データを同期する際、マスター・スレーブのコンセプトに常

に従う必要があります。顧客データがマスターで、ターゲットに複製された修正済データがスレーブです。変更は常にマス

ター（CSVファイル）で行う必要があります。正味変更を使用してターゲット（スレーブ）に複製された修正済データは決し

て変更しないでください。

ビジネス・ケースによっては、マスター・スレーブの関係において正味変更により管理されるデータは一部のみで、残り

のデータはターゲット・アプリケーションのみが認識して管理することが必要になります。候補者エンティティはそのよい例
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です。候補者には外部と内部の2種類があります。内部候補者は顧客システム（マスター）が管理し、外部候補者

はTaleo Enterpriseシステム（スレーブ）が管理します。ターゲット・システムと同期する必要があるのは内部候補者のみ

です。

採用エンティティ

候補者

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、CSVファイルで指定されているとおりに「社内応

募」を‘N’に設定します。

• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、CSVファイルで指定されているとおりに「社内応

募」を‘Y’に設定します。

部門

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、「部門のStateNumber」を'1'（非アクティブ）に

設定します。

• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、「部門のStateNumber」を'0'（アクティブ）に設

定します。

部門は階層エンティティです。

階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更設定が完全に終わっている必要があります。

階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合は列をスキップする"を選択する必要があります。そうでないと、親

列が空であるためルート・エレメントをインポートできません。

ジョブ・テンプレート

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、「ジョブ・テンプレートの状態番号」を'3'（非アク

ティブ）に設定します。

• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、「ジョブ・テンプレートの状態番号」を'1'（アクティ

ブ）に設定します。

LUDS（UDSエレメント）

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、UDSエレメント・アクティブ属性をfalse（非アク

ティブ）に設定します。
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• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、UDSエレメント・アクティブ属性をtrue（アクティ

ブ）に設定します。

LUDS（UDSエレメント）正味変更インポート・ファイル（ロード・ファイル）が正しく動作するには、同じパスに定義され

た2つの列が必要です。

最初の列はUDSエレメントが格納されたユーザー定義の選択（UDS）を定義します。これは、キーがUDS+UDSエレメ

ントであるため必須です。

• この列には"UserDefinedSelection,Code"が含まれています。

“値を検索または参照に使用する”を選択します。

UDSエレメントを「ターゲット」として選択します。

2番目の列はどのUDSにUDSエレメントが属するかを定義します。

• この列には"UserDefinedSelection,Code"が含まれています。

“値を検索または参照に使用する”を選択します。

UserDefinedSelectionを「ターゲット」として選択します。

“コレクションの新規エレメントを開始する”を選択します。

UserDefinedSelectionを「ターゲット」として選択します。

SmartOrgエンティティ

従業員

• 作成: まず復元操作、それからマージ操作を呼び出します。存在しない場合は従業員が作成され、存在する場合

は更新されます。

• 更新: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 削除: 従業員のソフト削除を実行する削除操作を呼び出します。

• 復元: まず復元操作を呼び出します。従業員が復元されたら、マージ操作を呼び出して従業員を更新します。

従業員は階層エンティティです。

階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更設定が完全に終わっている必要があります。

階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合は列をスキップする"を選択する必要があります。そうでないと、親

列が空であるためルート・エレメントをインポートできません。

グループ

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: エンティティの削除操作を呼び出します。

• 復元: ハード削除されたものは復元できません。

JobField

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: エンティティの削除操作を呼び出します。
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• 復元: ハード削除されたものは復元できません。

• 特殊処理: ゾーンがメンテナンス・モードでない場合はメンテナンス・モードに切り替え、作成、更新および削除操作

を実行します。

JobFieldは階層エンティティです。

階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更設定が完全に終わっている必要があります。

階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合は列をスキップする"を選択する必要があります。そうでないと、親

列が空であるためルート・エレメントをインポートできません。

場所

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: エンティティの削除操作を呼び出します。

• 復元: ハード削除されたものは復元できません。

• 特殊処理: ゾーンがメンテナンス・モードでない場合はメンテナンス・モードに切り替え、作成、更新および削除操作

を実行します。

場所は階層エンティティです。

階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更設定が完全に終わっている必要があります。

階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合は列をスキップする"を選択する必要があります。そうでないと、親

列が空であるためルート・エレメントをインポートできません。

組織

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新/移動操作を呼び出します。更新ではトランザクションを最大2つまで生成でき、1つは更新

用、1つは移動用です。更新では親フィールド以外のフィールドの変更についてエンティティの更新操作を呼び出しま

す。親フィールドで変更が検出された場合、更新では組織を別の親にリンクする移動操作を呼び出します。

• 削除: エンティティの削除操作を呼び出します。

• 復元: ハード削除されたものは復元できません。

• 特殊処理: ゾーンがメンテナンス・モードでない場合はメンテナンス・モードに切り替え、作成、更新および削除操作

を実行します。

組織は階層エンティティです。

階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更設定が完全に終わっている必要があります。

階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合は列をスキップする"を選択する必要があります。そうでないと、親

列が空であるためルート・エレメントをインポートできません。

ポジション

• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、ポジション・アクティブ属性をfalse（非アクティブ）

に設定します。

• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、ポジション・アクティブ属性をtrue（アクティブ）に

設定します。
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ユーザー

• 作成: まず復元操作、それからマージ操作を呼び出します。存在しない場合はユーザーが作成され、存在する場合

は更新されます。

• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。

• 削除: ユーザーのソフト削除を実行するエンティティ削除操作を呼び出します。

• 復元: まず復元操作を呼び出します。ユーザーが復元されたら、マージ操作を呼び出してユーザーを更新します。

正味変更統合の作成

ステップ

1. TCCインポート・スクリプトを作成します。

2. インポート・スクリプトの指定された列に対する完全なデータ・セットを含むベース・ファイルを作成します。

3. TCCインポート・スクリプトを使用して、TCC正味変更設定の構成ファイルを作成します。

4. TCCスクリプトを実行して正味変更設定を実行します。

これにより、TCCがインストールされているコンピュータに正味変更表がローカルに作成され、データが移入されま

す。

5. 同じTCCインポート・スクリプトを使用してTCC正味変更計算構成ファイルを作成します。

6. TCCスクリプトを実行して正味変更計算を実行します。

これにより、正味変更表およびTaleoデータベースが更新されます。
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ファイルのインポート

CSVおよびロード・ファイル

正味変更が機能するためには、インポート定義ロード・ファイルとCSVデータ・ファイルが必要です。これらの2つのファイル

は正味変更によって、設定および計算の両方の実行で使用されます。

CSVファイル

正味変更では、入力としてTCC CSVファイルを使用します。このファイルにはエントリとしてすべての顧客データが格納さ

れている必要があります。次のように使用されます。

1. セットアップ中に正味変更データベースを作成するための参照として使用されます。
2. 正味変更データベースと比較して計算中の変更を検出します。

ロード・ファイルの作成

CSVファイルの構造を定義する正味変更ロード・ファイルを作成するには、インポート・ウィザードを使用します。

「net-change」操作を選択します。この操作は正味変更でサポートされているエンティティに対してのみ表示されます。
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列のインポート・オプション

エンティティのキー列

エンティティには検索キーが必要です。キーは1つ以上のフィールドで構成できます。このキーは正味変更データベース内

の対応する情報を取得するのに使用します。

新しいエンティティの作成または既存のエンティティの更新を行うには、「動作」セクションで“値を検索または参照に使用

する”および“この値をエンティティにも設定する”を選択します。作成操作で“この値をエンティティにも設定する”が選択さ

れていない場合、特定のエンティティ・タイプでは明確なキー値なしでレコードが作成されるため、これらのレコードを検索

して後から更新することはできなくなります。他のエンティティ・タイプについては、レコードが作成されず、エラー・メッセージ

が返されます。

 

 

コレクション

“コレクションをリセットする”および“コレクションをエレメントから削除する”は選択しないでください。正味変更プロセスは自

動的にコレクションの同期を管理するように設計されています。
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値が空の場合は列をスキップする

値がないフィールドが処理されるのを回避するには、「動作」セクションで「値が空の場合は列をスキップする」を選択しま

す。

組織、場所、JobFieldおよび部門などの、ルート・エレメントの親列に値がない階層エンティティは何があっても処理され

ます。

 

 

コレクションの処理

コレクションに対して「値が空の場合は列をスキップする」オプションを使用する場合、次のルールの理解および適用が重

要になります。

1. CSVファイルにおいて、コレクションのエレメントは場所に依存しません。そのため、コレクションのいくつかの列に対して

のみ「値が空の場合は列をスキップする」オプションを設定しても意味がありません。

2. 「値が空の場合は列をスキップする」オプションはコレクション全体に適用されます。コレクションの個々のエレメントに

対して適用されるのではありません。

3. コレクションのすべてのエレメントが空の場合、そのコレクションは空になります。

単純なコレクション

JobShiftのコレクションがあるCandidate。
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CSVファイルでJobShiftが最大3つまでサポートされているとします。

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com DayJob OnCall

ルール1:

CSVファイルにおいて、コレクションのエレメントは場所に依存しません。そのため、コレクションのいくつかの列に対しての

み「値が空の場合は列をスキップする」を設定しても意味がありません。

次のCSVファイルは上記とまったく同じ意味になります。

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com OnCall DayJob

ここのポイントは、DayJob値がJobShift1.Code列に関連付けられていない点です。これはJobShiftsコレクションの1つ

のエレメントであるにすぎません。正味変更エンジンはコレクションのすべてのエレメントをロードし、データベース内のエレメ

ントと比較します。

ルール2
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「値が空の場合は列をスキップする」オプションはコレクション全体に適用されます。コレクションの個々のエレメントに対し

て適用されるのではありません。

1回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com DayJob OnCall

エンジンはDayJobおよびOnCallジョブ・シフト値をJobShiftsコレクションに追加します。

2回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com DayJob

OnCallジョブ・シフトはコレクションからなくなりました（空になりました）が、全体のコレクションそのものは空ではありませ

ん。正味変更エンジンは、OnCallジョブ・シフトをJobShiftsコレクションから削除するコマンドを生成します。

ルール3

コレクションのすべてのエレメントが空の場合、そのコレクションは空になります。

「値が空の場合は列をスキップする」オプションは次のシナリオの場合にのみ適用されます。

1回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com DayJob OnCall

DayJobおよびOnCallがJobShiftsコレクションに追加されました。

2回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com

「値が空の場合は列をスキップする」オプションがJobShift1.Code、JobShift2.Code、JobShift3.Code列に対して設

定されている場合、空の値は無視（スキップ）されます。

複合コレクション
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2つのStudyをサポートするCSVファイルについて考えてみましょう。

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com 1 College A 2 University Z

ルール1

CSVファイルにおいて、コレクションのエレメントは場所に依存しません。そのため、コレクションのいくつかの列に対しての

み「値が空の場合は列をスキップする」を設定しても意味がありません。

次のCSVファイルは上記とまったく同じ意味になります。
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Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com 2 University Z 1 College A

ルール2

「値が空の場合は列をスキップする」オプションはコレクション全体に適用されます。コレクションの個々のエレメントに対し

て適用されるのではありません。

1回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com 1 College A 2 University Z

エンジンは1、College Aおよび2、University Zの研究をStudiesコレクションに追加します。

2回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com 1 College A

2 - University Z値はコレクションからなくなりました（空になりました）が、全体のコレクションそのものは空ではありませ

ん。正味変更エンジンは2 – University Z研究エレメントをStudiesコレクションから削除するコマンドを生成します。

ルール3

コレクションのすべてのエレメントが空の場合、そのコレクションは空になります。

次のコレクションでは、「値が空の場合は列をスキップする」オプションは次のシナリオの場合にのみ適用されます。

1回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com 1 College A 2 University Z

1、College Aおよび2、University Zが候補者のStudiesコレクションに追加されます。

2回目の実行:
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Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com

「値が空の場合は列をスキップする」オプションがStudiesコレクションのすべての列

（Study1.DisplaySequence、Study1.Institution.Description、Study2.DisplaySequenceおよ

びStudy2.Institution.Description）に設定されている場合、空の値は無視（スキップ）されます。

次のコレクションは空とは見なされません。

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com 1

注意: "値が空の場合は列をスキップする"オプションをコレクションの1つのエレメントに対してのみ設定した場合、正味変

更エンジンはこのオプションを自動的にコレクションの他のエレメントに対しても設定します。したがって、慣例にするとよい

のは、このオプションをコレクションのすべてのエレメントに対して同様に設定することです。

無視列

顧客システムにそれ自体が認識して使用するだけの列がある場合、処理されることのない無視列を指定できます。これ

を定義するには、「追加」ボタンをクリックし、“無視列の追加”を選択して「OK」をクリックします。

 

 

列のデフォルトの値

顧客CSVファイルで値が設定されていない列に、デフォルト値を指定できます。たとえば、フィール

ドUser.CorrespondenceLanguageのデフォルト値として英語を使用するには、列の拡張オプションでデフォルト値

を“en”に設定します。
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表 1 : 列の拡張オプション

名前 可能な値

default.value “en”

“値が空の場合は列をスキップする”が選択されている場合は、“列のデフォルトの値”の処理は実行されません。

 

 

更新不可の列

一部のフィールド値は、ターゲット・アプリケーションに一度（通常は作成操作時に）送信する必要があるのみです。列が

更新不可として定義されると、その列に含まれるフィールド値は、更新操作でターゲット・アプリケーションに送信されませ

ん。

この拡張オプションは正味変更に固有のものです。他のTCC機能では使用されません。列の拡張オプションで

「updatable」値をfalseに設定します。
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表 2 : 列の拡張オプション

名前 可能な値

updatable • true（デフォルト）

• false

 

 

すべての列を定義したら、入力ファイルを保存してCSVファイルを生成します。
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正味変更の部分ロード

正味変更の部分ロード処理インストラクションでは、コレクション・タイプ関係項目の抽出が正味変更設定中に顧客

データ・ファイルで指定したものに制限されます。関係項目のこのサブセットは、正味変更データベースにデータを移入す

るのに使用します。これにより、顧客はゾーンで削除を作成しなくても、正味変更の継続実行で部分コレクション・デー

タ・セットを処理できます。

• netchange.load.partial

指定可能な値はtrue（大文字小文字の区別なし）またはfalseです。true以外はすべてfalseとみなされます。

 

 

関係ではなくフィールドにこの処理インストラクションを設定しても効果はありません。

複数パラメータ・エンティティ

ユーザー、組織、場所およびJobFieldエンティティ・インポート・サービスには複数のパラメータがあります。

正味変更CSVロード・ファイルの作成中、サービスのすべての有効なパラメータは必ずこのファイルに含める必要がありま

す。そうなっていない場合、正味変更は失敗します。

ユーザー・インポート・サービスでは3つのパラメータを含めます。

1. ユーザー

2. パスワード

3. ForceChangePassword
パスワードおよびForceChangePassword単純パラメータのほか、CSVファイルのユーザー・エンティティ・パラメータの少

なくとも1つのフィールドを含める必要があります。

組織、場所およびJobFieldインポート・サービスでは2つのパラメータを含めます。

1. 組織、場所またはJobField
2. 順序

単純パラメータである順序のほか、CSVファイルの組織、場所またはJobFieldエンティティ・パラメータの少なくとも1つの

フィールドを含める必要があります。
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値が含まれない可能性のある列については、「動作」セクションで“空の場合に列をスキップする”を選択してください。

階層ツリー

正味変更では、階層ツリーの一部であるエンティティに対して一連の特別な処理を実行する必要があります。たとえば、

親ノードを削除する前には、すべての子が削除されている必要があります。正味変更では、階層ツリー全体を再作成し

て、ターゲット・アプリケーションを同期するのに必要な操作の順序を正しく決定します。

階層エンティティ:

• 部門

• 従業員

• JobField
• 場所

• 組織

階層エンティティにはには完全と部分の2つのモードがあります。部分モードでは複数のルート・エレメントが許可されるの

に対し、完全モードでは1つのルート・エレメントのみが許可されます。階層エンティティに対するデフォルトは完全モードで

す。従業員エンティティは完全と部分のどちらにも設定できます。

顧客入力CSVファイルには階層ツリーのデータ・セット全体が含まれている必要があります。CSVファイルの最初の行は

ルート・エレメントでなければならず、親はありません。親列で、「値が空の場合は列をスキップする」が選択されていること

を確認してください。部分モードの場合、CSVファイル内でルート・エレメントは自分の子の直前にある必要があります。

次の部分例を見てみます。

例:

フル

"Code(Child)","Parent,Code","Description",... 
"-1",,"Organization",... 
"DIV-A","-1","Division A",... 
"DIV-B","-1","Division B",... 
"T1","DIV-A","Team 1",... 
"T2","DIV-A","Team 2",... 
"T3","DIV-B","Team 3",...

例:

部分

"Code(Child)","Parent,Code","Description",... 
"-1",,"Boss",... 
"MNG-A","-1","Manager A",... 
"E1","MNG-A","Employee 1",... 
"E2","MNG-A","Employee 2",... 
"MNG-B",,"Manager B",... 
"E3","MNG-B","Employee 3",...

エラー

エラーを回避するために、階層エンティティは正しく処理する必要があります。階層エンティティ（HE）に正味変更を使用

してエラーとなる原因は主に次の3つです。

1. 存在しない親関係を使用しています。

Monarchに存在しない親を参照するHEを作成すると毎回、この種のエラーが表示されます。
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Monarch機能エラー: このキーに関連付けられた親が見つかりません: …
2. 部分“ツリー”を使用しています。

部分“ツリー”には存在しないもののMonarchには存在する親を参照するHEを作成すると毎回、この種のエラーが

表示されます。

Monarch機能エラー: このキーに関連付けられた親が見つかりません: …
3. Monarchアプリケーションで直接実行されたトランザクションです。

a. TCCで正味変更を実行しているときにMonarchのUIで変更を実行しようとすると（緑のエレメント）、“正味変更

データベース”に不正な構造が生成されて“正味変更プロセス”が破棄されてしまうことがあります。

（“正味変更”で使用される）部分“ツリー”のエレメントに直接リンクされていない既存のエレメント（Monarchのエ

レメントJ）を使用して“正味変更設定”アクションを実行すると、“ツリー”は有効ではなくなります。

b. （“正味変更”で使用される）部分“ツリー”のエレメントに直接リンクされている既存のエレメント（Monarchのエレ

メントE）を使用して“正味変更設定”アクションを実行すると、“ツリー”は有効となり、まず“設定”を、それから“計
算”を実行すると正味変更を実行できます。

例:

• ケース1: 正味変更計算のみを実行（“エレメントJ”を“エレメントB”の下に移動）

Monarch機能エラー: …次のフィールドを更新できません: BaseComposite.Parent.

フィールド値と指定された値が一致しません（3-aで説明）。

• ケース2: 正味変更の設定と計算を実行（“エレメントJ”を“エレメントB”の下に移動）

• 設定の実行は成功します。

• 計算TCCワークフロー・エラー: このキーに関連付けられた親が見つかりません: …（3-aで説明）。

• ケース3: 正味変更計算のみを実行（“エレメントE”を“エレメントB”の下に移動）

Monarch機能エラー: …次のフィールドを更新できません: BaseComposite.Parent.
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フィールド値と指定された値が一致しません（3-bで説明）。

• ケース4: 正味変更の設定と計算を実行（“エレメントE”を“エレメントB”の下に移動）。

• 設定の実行は成功します。

• 計算の実行は成功します（3-bで説明）。

部分階層エンティティ“従業員”は前述の動作の影響を受けません。正味変更を従業員に対して実行すると、空の親ま

たは正味変更データベースに存在しない親を取得してしまうことがあります。

正味変更を実行するときは構造全体を使用し、“マスターとスレーブ”のコンセプトに従うことをお薦めします。そうでない

と、従業員構造が会社を反映しないものになることがあります。

CSVファイルのプロパティ

特別なヘッダー・プロパティを追加して、正味変更処理の動作をカスタマイズできます。これはCSVファイルの先頭に配置

します。

CSVのプロパティ・セクション:

#BEGINPROPERTIES
PropertyName=PropertyValue
#ENDPROPERTIES

CSVLineCount

このプロパティは、要求CSVファイルのデータ行（列ヘッダー行を除く）の数を正味変更に対して示します。不一致はエ

ラーとみなされます。

例:

#BEGINPROPERTIES
CSVLineCount=2
#ENDPROPERTIES
ColumnHeader1,ColumnHeader2,ColumnHeader3
Line1_CH1_Data,Line1_CH2_Data,Line1_CH3_Data
Line2_CH1_Data,Line2_CH2_Data,Line2_CH3_Data

インポート・ファイルの変更

正味変更インポート・ファイルの変更は、正味変更に影響を及ぼすこともあればそうでないこともあります。考えられる

ケースは次のとおりです。

エンティティ検索キーの変更

最初の正味変更の実行の後に定義済のエンティティ検索キーを変更する必要がある場合、このエンティティの正味変

更データベースの再作成が必要になります。これは正味変更設定機能を使用して行われます。

新しい列の追加

正味変更では新しい列を新しいエンティティ・フィールドとみなします。

“値が空の場合は列をスキップする”が選択されていない場合、すべてのレコードに対して更新が生成されます。

“値が空の場合は列をスキップする”が選択されている場合、新しい列に対する値があるレコードに対してのみ更新が生

成されます。
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変更済として検出されたフィールドのみがターゲット・アプリケーションに送信されることに注意してください。

列の削除

列が削除されると、その列に関連付けられたデータは正味変更計算プロセスの一部ではなくなり、アクションや更新が

ゾーンに送信されることはありません。

列の更新可能から更新不可への変更

次の正味変更計算では、更新操作においてこの列の値は考慮されません。
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構成ファイル

設定および計算の構成ファイル

正味変更では、個々の統合ポイントに対してそれぞれ設定および計算の構成ファイルが必要です。設定構成ファイル

は、正味変更データベースを作成してデータを移入するのに使用します。計算構成ファイルは正味変更の継続実行に

使用されます。両ファイルの違いは、前処理および後処理のステップで確認できます。

構成ファイルの作成

構成ウィザードを使用して正味変更構成ファイルを作成します。

統合ポイントに対して「別のタイプの要求メッセージに基づく」および製品を選択します。

ターゲット・アプリケーションとの通信にはすべてT-SOAPを使用します。
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メッセージ・タイプの選択ウィンドウでT-SOAPを選択します。



149 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

自分自身をターゲット・アプリケーションに対して認証するエンドポイントを選択します。

「一般」タブ

正味変更では、要求ファイルと応答ファイルのどちらもCSVタイプである必要があります。

前処理ステップ

設定

正味変更設定カスタム・ステップを追加します。
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この統合のインポート・ファイルとして使用するロード・ファイルを選択します。これは計算に使用するのと同じファイルです。

SOAPのラップ・ステップを追加します。

「アクション」パネルで「インポート」を選択します。

計算

正味変更計算カスタム・ステップを追加します。
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この統合のインポート・ファイルとして使用するロード・ファイルを選択します。これは設定に使用するのと同じファイルです。

しきい値

しきい値を定義して、正味変更がターゲット・アプリケーションに適用するアクションの数を制限します。たとえば、通常の

操作モードでは、ターゲット・アプリケーションのほぼすべてを削除する削除アクションの生成はエラー状況であるとみなして

防ぐ必要があります。

このしきい値はパーセントまたはレコードの数として定義できます。たとえば、値が25%の場合、1000レコード中250レ

コード以上が正味変更アクションを生成するようなら正味変更の計算および処理が停止されます。

そのアクション数に達したときにただちに正味変更の計算および処理を停止する絶対値を指定できます。ファイル内のレ

コード数はこのしきい値に影響しません。ファイルが50レコードでも1000レコードでも、処理済レコードが25に達すると停

止します。

このしきい値を無効にするには、値を-1に設定します。

正味変更の、作成、更新、削除の各アクションに対してしきい値を定義する必要があります。しきい値にお薦めする値

は次のとおりです。

• エレメント作成のしきい値: 10%
• エレメント更新のしきい値: 10%
• エレメント削除のしきい値: 10%

SOAPのラップ・ステップを追加します。

「アクション」パネルで「インポート」を選択します。
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後処理ステップ

設定

正味変更結果プロセッサ・カスタム・ステップを追加します。

レポートのフィルタ処理

正味変更結果ファイルの出力を制御するフィルタが用意されています。

• すべて: すべてのアクションの詳細なステータスがレポートされます。

• エラーのみ: 失敗したアクションの詳細なステータスがレポートされます。

• エラーと警告のみ: エラーまたは警告メッセージが生成されたアクションの詳細ステータスがレポートされます。

正味変更設定を実行した場合、この操作で処理されたエンティティの数を示す簡易XMLレポートがこのステップで生成

されます。正味変更設定では製品にデータをインポートすることはないため、このレポートにはエンティティ結果はありませ

ん。

正味変更結果プロセッサ・カスタム・ステップを追加します。

このステップは正味変更設定のオプションです。正味変更結果プロセッサによって生成されたファイルを標準のTCC
CSVファイルに変換します。

この統合のインポート・ファイルとして使用するロード・ファイルを選択します。これは計算に使用するのと同じファイルです。

結果ファイルにCSVファイル・プロパティを含めるには、「プロパティを出力」チェック・ボックスを選択します。

表 3 : 結果ファイルのプロパティ

プロパティ 摘要 例

CSVLineCount CSV結果ファイルに存在するデータ行の

数（列ヘッダー行を除く）。正味変更設定

CSVLineCount=0
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プロパティ 摘要 例

プロセスの場合、この値は常に0になりま

す。

total.[entity] 処理されたエンティティの合計数。ターゲッ

ト・アプリケーションによって処理されたエン

ティティがない場合、このプロパティは含ま

れません。

total.jobfield=96

duration 正味変更エンジンによって生成されたイン

ポート・ファイル全体を処理するためにター

ゲット・アプリケーションでかかった期間。正

味変更設定の場合、顧客ゾーンにエン

ティティはインポートされないため、この期

間はほぼ0に近くなります。

duration=0:00:00.106

CSV結果ファイルの書式

正味変更結果変換によって生成されたファイルの書式は次のようになります（構成の一般タブで列ヘッダーを出力しない

ように設定している場合、結果CSVファイルにヘッダーは含められません）。

#BEGINPROPERTIES
PropertyName=PropertyValue
#ENDPROPERTIES
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"

CSV結果ファイルの摘要

正味変更設定処理では顧客ゾーンでのインポートは行われないため、CSVファイルに行は生成されません。

計算

正味変更結果プロセッサ・カスタム・ステップを追加します。

レポートのフィルタ処理

正味変更結果ファイルの出力を制御するフィルタが用意されています。

• すべて: すべてのアクションの詳細なステータスがレポートされます。

• エラーのみ: 失敗したアクションの詳細なステータスがレポートされます。

• エラーと警告のみ: エラーまたは警告メッセージが生成されたアクションの詳細ステータスがレポートされます。

このステップではターゲット・アプリケーション結果ファイルを処理し、ターゲット・アプリケーションの状態を反映するために

ローカルの正味変更参照データベースを更新します。
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各レコードについて、トランザクションが正常に処理された場合、ローカルの正味変更参照データベースがその新しい値で

更新されます。レコードが正常に処理されなかった場合、正味変更参照データベースは更新されません。

正味変更結果プロセッサ・カスタム・ステップを追加します。

このステップでは、正味変更結果プロセッサによって生成されたファイルを標準のTCC CSVファイルに変換します。

この統合のインポート・ファイルとして使用するロード・ファイルを選択します。これは計算に使用するのと同じファイルです。

結果ファイルにCSVファイル・プロパティを含めるには、「プロパティを出力」チェック・ボックスを選択します。

表 4 : 結果ファイルのプロパティ

プロパティ 摘要 例

CSVLineCount CSV結果ファイルに存在するデータ行の

数（列ヘッダー行を除く）。

CSVLineCount=96

total.[entity] 処理されたエンティティの合計数。

ターゲット・アプリケーションによって処理さ

れたエンティティがない場合、このプロパティ

は含まれません。

total.jobfield=96

total.[entity].create 作成されたエンティティの合計数。

作成されたエンティティがない場合、このプ

ロパティは含まれません。

total.jobfield.create=48

total.[entity].update 更新されたエンティティの合計数。

更新されたエンティティがない場合、このプ

ロパティは含まれません。

total.jobfield.update=10

total.[entity].delete 削除されたエンティティの合計数。

削除されたエンティティがない場合、このプ

ロパティは含まれません。

total.jobfield.delete=10

total.status.success ターゲット・アプリケーションによる処理に成

功したエンティティの数。

成功が検出されなかった場合、このプロパ

ティは値が0で含められます。

total.status.success=30

total.status.error ターゲット・アプリケーションでエラーとしてレ

ポートされたエンティティの数。

total.status.error=48
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プロパティ 摘要 例

エラーがレポートされなかった場合、このプ

ロパティは値が0で含められます。

total.warning ターゲット・アプリケーションで生成された警

告メッセージの数。

警告が生成されなかった場合、このプロパ

ティは値が0で含められます。

total.warning=18

duration 正味変更エンジンによって生成されたイン

ポート・ファイル全体を処理するためにター

ゲット・アプリケーションでかかった期間。

duration=0:00:03.2890

CSV結果ファイルの書式

正味変更結果変換によって生成されたファイルの書式は次のようになります（構成の一般タブで列ヘッダーを出力しない

ように設定している場合、結果CSVファイルにヘッダーは含められません）。

#BEGINPROPERTIES
PropertyName=PropertyValue
#ENDPROPERTIES
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"

表 5 : CSV結果ファイルの摘要

列名 摘要

Index 行の順序番号。

Identifier 正味変更でエンティティを識別するのに使用される一意のキー名。このキーは次のサブ

セクションで構成されます。

Entity Name|Net Change Action|Entity Search Key Id

例:

JobTemplate|create|NC2_00791130771

Status エンティティの正味変更結果ステータス。正味変更操作が成功したかそれともエラーに

なったかを示します。

値は次のいずれかになります。

• success
• error

TransactionType 正味変更アクションを実行するターゲット・アプリケーションのトランザクション・タイプ。

たとえば、ジョブ・テンプレート・エンティティに対する更新が検出された場合、トランザク

ション・タイプは“jobtemplate.update”となります。

ターゲット・アプリケーションで実行されるアクションは正味変更アクションとは異なる場合

がありますので注意してください。たとえば、正味変更の削除アクションが検出されたとき

の非アクティブ化の場合、更新操作が必須になります。この場合、正味変更アクション

は削除となり、トランザクション・タイプは更新となります。
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列名 摘要

Result 現在は使用されていません。

Message ターゲット・アプリケーションから返されたエラーまたは警告についての詳細なメッセージ。
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正味変更の使用

階層エンティティの設定

正味変更設定の際、階層エンティティには特別な注意が必要です。一貫性を維持するために、この階層構造は必ず

保持する必要があります。

正味変更設定データの抽出
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正味変更設定では、顧客CSVファイルに存在するデータ・キーをターゲット・アプリケーション・データ一致によって抽出

し、正味変更データベースに入力します。ターゲット・アプリケーションに存在する、CSVファイルで指定されていない他の

データは、正味変更データベースにはダウンロードされません。

正味変更設定後

 

 

正味変更設定後は、標準の正味変更プロセスを起動して顧客データとターゲット・アプリケーションとの同期を開始でき

ます。データが同じ場合は正味変更トランザクションは生成されません。データが異なるとトランザクションが生成され、顧

客データにターゲット・アプリケーションに存在しないと作成トランザクションが生成されます。
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最初の正味変更

 

 

最終結果
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無効な要求

ルートがない
 

 

エレメントがない
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構造が異なる

正味変更設定前
 

 

正味変更データベースの正味変更設定は、顧客入力ファイルにあるキーを使用して行われます。顧客側の構造

とTaleoの構造が一致しない場合、正味変更設定による有効な階層構造の作成は失敗します。

正味変更設定データの抽出
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ユーザー・エンティティの制約

ユーザーの正味変更設定のときに、PasswordパラメータおよびForceChangePasswordパラメータの値を抽出するこ

とはできません。そのため、正味変更データベースはTaleoゾーンとは完全には同期されません。

ユーザーのPasswordおよびForceChangePasswordパラメータは、最初の正味変更時に特別な扱いが必要で

す。Taleoゾーンのこれらのパラメータの値を保護するか上書きするかで、適用する扱いが決まります。

値の保護

ユーザーがすでに変更しているパスワードを保護するには、PasswordおよびForceChangePasswordパラメータに対

応する列を更新不能として指定します。拡張オプション・セクションで、名前を「updatable」と入力し、値はfalseとしま

す。

値の上書き

TaleoゾーンのPasswordおよびForceChangePasswordパラメータ値を上書きするには、拡張オプション・セクション

のこのupdatable値をtrueに設定します。これがこのオプションのデフォルト値であり、したがって指定する必要はありませ

ん。正味変更を最初に実行するときに、すべての値が上書きされ、データベースが同期されます。
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設定の利用方法

正味変更設定機能は、正味変更データベースにターゲット・アプリケーション・データを入力する実装フェーズで必ず使

用します。

さらに、正味変更データベースをターゲット・アプリケーション・データと再同期する際にも使用できます。これは例外的な

ケースでのみ使用します。

また、エンティティ・キーが変更されたときにも使用する必要があります。正味変更表の再作成が必要です。

処理するエンティティの正味変更表のみが、正味変更設定プロセスの最初に削除されますので注意してください。

表の消去の前にバックアップは作成されない点にも注意してください。

既知の制限

正味変更を使用するソリューションを実装する際には、次の制限を考慮に入れる必要があります。

エンティティの削除モードの選択

削除モードは現在、エンティティ正味変更定義ファイル（機能パック）で定義されています。定義されている削除モード

は1つのみです。実際のソリューションでは、構成ごとに異なる削除モードを選択することはできません。

添付ファイルのサポート

正味変更では添付ファイルはサポートされていません。

エンティティ・キーの変更

最初の正味変更の実行の後に定義済のエンティティ・キーを変更すると、このエンティティの正味変更データベースを再

作成する必要があります。正味変更設定機能を使用して正味変更データベースを再作成します。

storage.propertiesファイルの変更

storage.propertiesファイルのパラメータは、正味変更によりデータが参照データベースにどのように格納されるかを決定

します。設定可能なプロパティは、データの圧縮と暗号化、リポジトリの場所、ストレージ・ユニット・インタフェースおよびブ

ロック・サイズです。

storage.propertiesファイルで定義された値

（UseCompression、EncryptionMode、StorageUnitImplementationおよ

びFileStorageUnit.DefaultBlockSize）は、最初の正味変更の実行後には変更しないでください。

これが必要な場合は、すべての正味変更データベース表を再作成する必要があります。正味変更プロセスの対象とな

るすべてのエンティティに対して正味変更設定を実行してください。

複数のデータベースの同期

正味変更では顧客システム・データとTaleo製品データを同期するために単一のデータベースを保守します。これ

は、Taleo製品と同期する各顧客システムに対してTCCの別個のインスタンスをインストールおよび実行するというこ

とを意味します。たとえば、3つの異なる人事管理情報システム(HRIS)データベースを1つのTaleoゾーンと同期する

と、TCCで3つの異なるインスタンスがインストールされて実行されます。各HRISによって同期用に提供されるデータは、

操作の逆転が起こらないよう相互に排他的でなければなりません。たとえば、継続中の統合において1つのシステムでエ

ンティティが削除され、その同じエンティティが別のシステムで存在している場合、そのシステムで統合が実行されるとその

エンティティは再作成されます。
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この同じ原則は顧客HRISデータを複数のTaleoゾーンと同期する場合にも適用されます。たとえば、1つの顧

客HRISをTaleo本番ゾーンおよびTaleoステージング・ゾーンと同期している場合、2つの異なるTCCインスタンスをイン

ストールおよび実行する必要があります。

正味変更の構成

TCC正味変更プラグインでは、構成ファイルを使用して、データベースに関連付けられるプロパティを定義します。ファイ

ル名はstorage.propertiesです。

プロパティ

• UseCompression:

格納される正味変更データを圧縮するかどうかを決定します。デフォルトの構成ファイルではこのプロパティはtrueに

設定され、データは圧縮されます。構成ファイルからこのプロパティが削除されると、値のデフォルトはfalseになり、

データは圧縮されません。

• EncryptionMode:

正味変更データに適用する暗号化のタイプを決定します。デフォルトの構成ファイルではこのプロパティは2に設定さ

れています。

0 = 暗号化なし

1 = カスタムTCC内部暗号化

2 = AES 128ビット暗号

• RepositoryLocation:

正味変更データ・ファイル・リポジトリの場所を決定します。デフォルトの構成ファイルではこのプロパティは空です。デ

フォルトの場所は[TCCInstallFolder]/system/repositoryです。プロパティがなかったり空だったりすると、このデフォ

ルトの場所が使用されます。

• StorageUnitImplementation:

拡張プロパティで、Taleoによる指示どおりにのみ変更します。

ストレージ・ユニット・インタフェースの実装を決定します。デフォルト値

はcom.taleo.integration.storage.FileStorageUnitで、現時点ではこれがサポートされる唯一の値です。

• FileStorageUnit.DefaultBlockSize:

拡張プロパティで、Taleoによる指示どおりにのみ変更します。

ファイル・ストレージ・ブロック・サイズをKB単位で決定します（最低は1、最大は128）。デフォルトの構成ファイルでは

このプロパティは1に設定されています。値が指定されていなかったり無効だったりすると、値はデフォルトの2になりま

す。

プラグイン構成の場所の上書き

プラグイン構成ファイルの場所を指定する方法は2つあります。

デフォルト:

• デフォルトでは、プラグイン構成ファイルの場所

は[PLUGIN_FOLDER]\[PLUGIN_COLLECTION_NAME]\configurationです。

• 特別な設定の必要はありません。

• 例: ファイル“storage.properties”は“c:\Program Files\Taleo Connect Client\extensions\plugins\tcc-
netchange\storage.properties”に配置されます。
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ルート構成フォルダ:

• すべてのプラグインのプラグイン構成ファイルの場所を一度に変更します。

• システム・プロパティ: “com.taleo.integration.client.extensions.plugins.configuration.dir”。
• 例: com.taleo.integration.client.extensions.plugins.configuration.dir=c:\PluginConfig。ファイ

ル“storage.properties”はc:\PluginConfig\tcc-netchange\storage.propertiesに配置されます。



テンプレート

• 推奨される方法のテンプレート.......................................................................................167
• 候補者標準正味変更.................................................................................................168
• 候補者標準エクスポート...............................................................................................170
• 部門標準正味変更.................................................................................................... 171
• JobField標準正味変更..............................................................................................172
• JobTemplate標準正味変更.......................................................................................173
• 場所標準正味変更.................................................................................................... 175
• LUDS標準正味変更..................................................................................................176
• 組織標準正味変更.................................................................................................... 177
• ポジション標準正味変更.............................................................................................. 178
• 求人標準マージ.......................................................................................................... 179
• ユーザー標準正味変更................................................................................................182



167 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

推奨される方法のテンプレート

推奨される方法のテンプレートはTCCとともに提供されており、標準の統合ポイントを作成する基礎となります。

正味変更

Taleoゾーンへのインポートでは、可能なかぎり正味変更が使用されます。正味変更は、その参照データベースに従っ

て、適用する適切な操作を検出することにより、エラーの可能性を軽減します。正味変更を使用すると、トランザクショ

ン数も減少するため、ゾーンのボリューム制限に従うことも容易になります。

カスタム・フィールド

カスタム・フィールドのプレースホルダがテンプレートに含まれています。カスタムフィールドを同期して、Taleo製品内にある

ユーザー定義フィールドでデータ辞書を更新してください。そうすれば、様々な統合ポイントの必須カスタム・フィールドとプ

レースホルダを置換できるようになります。
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候補者標準正味変更

候補者標準正味変更では、候補者データがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

ユーザー名またはEメールと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。
• UserName

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、候補者エンティティをターゲットとする主キーとして使用

されます。
• Password

パスワードを指定しないと、デフォルト・パスワードが生成されます。
• Language

このフィールドは必須です。
• Location

候補者が住んでいる地理的な場所。

有効な場所コード。

Taleo Location表に存在する必要があります。
• LocationInterest

候補者がジョブを得ることを希望している場所。

「雇用機会均等」/「雇用均等」フィールドに入力する必要があります。「雇用機会均等」/「雇用均等」フィールドに

入力する場合は、米国またはカナダを表すLocation表のコードを含める必要があります。

候補者には複数の希望場所を設定できます。データに応じて1人の候補者に設定できる最大数をカバーするため

に、必要な数の希望場所列をTCCに追加することで、複数の希望場所をインポートできます。
• CA/USA EE Question

該当しない国フィールドを削除します。

有効な質問番号。

Taleo Question表に存在する必要があります。
• CA/USA EE Answer

該当しない国フィールドを削除します。

有効な回答番号。

Taleo Answer表に存在する必要があります。
• ContestNumber-1

PreselectionApplicationに設定されている検索ターゲット。
• ContestNumber-1

このフィールドは必須です。上のContestNumber-1フィールドと同じ情報を、2回目は正味変更を使用して送信す

る必要があります。

求人に設定されている検索ターゲット。
• ProfileStudyDisplaySequence-1

このフィールドは、研究のコレクションをインポートする際に必須です。
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• ProfileStudyInstitution-1

有効なCieInstitution番号。

Taleo CieInstitution表に存在する必要があります。

• ProfileStudySubjectMajor-1

有効なCieProgram摘要。

Taleo CieProgram表に存在する必要があります。

• ProfileStudyDegree-1

有効なStudyLevel 番号。

Taleo StudyLevel表に存在する必要があります。

• ProfileExperienceDisplaySequence-1

このフィールドは、経験のコレクションをインポートする際に必須です。

• CustomFieldName

カスタム・フィールドは設定に応じて必須またはオプションにできます。
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候補者標準エクスポート

候補者標準エクスポートでは、候補者エンティティをルート・エンティティとして、内部候補者情報をTaleo製品から抽出

します。

プロジェクション

すべてのデータは、基本フィールドのプロジェクションとして抽出されます。

フィルタ

• 最終実行日

InclusiveLastModifiedDateが最終実行日の参照として使用されます。

• InternalApplication

このフィールド値は、値trueと等しいか比較されます。
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部門標準正味変更

部門標準正味変更では、部門データがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

部門番号と同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• DepartmentNumber

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、部門エンティティをターゲットとする主キーとして使用さ

れます。

• DepartmentName-EN

このフィールドは必須です。部門名がインポートされる言語ごとに1つの列を追加します。アプリケーションでサポートさ

れるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• CostCenter

顧客参照用で、Taleoでは使用されません。CostCenterがインポートされる言語ごとに1つの列を追加します。アプ

リケーションでサポートされるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• HiringManager

採用マネージャの有効なユーザー名。

Taleo User表に存在する必要があります。

• CieLocation

有効な場所コード。

Taleo Location表に存在する必要があります。

• Organization

有効な組織コード。

Taleo Organization表に存在する必要があります。

• ParentNumber

有効な部門番号。

Taleo Department表に存在する必要があります。

• PayFactor

顧客参照用で、Taleoでは使用されません。

• Recruiter

採用担当者の有効なユーザー名。

Taleo User表に存在する必要があります。

• State,Number

このフィールドは必須です。

• DepartmentInformation,CustomFieldName

カスタム・フィールドは設定に応じて必須またはオプションにできます。
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JobField標準正味変更

JobField標準正味変更では、JobFieldデータがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

JobFieldCodeと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• JobFieldCode

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、JobFieldエンティティをターゲットとする主キーとして使

用されます。

• ParentCode

有効なJobFieldCode。

Taleo JobField表に存在する必要があります。

• Name-en

このフィールドは必須です。JobField名がインポートされる言語ごとに1つの列を追加します。アプリケーションでサポー

トされるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• NetworkJobField

このフィールドは必須で、有効なNetworkJobField番号である必要があります。

• Status

このフィールドは必須です。1-アクティブ、2-ドラフト（デフォルト）、3-非アクティブ、4-保存済。

• Sequence

このフィールドは必須です。アプリケーションのレコードの表示順序を設定します。
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JobTemplate標準正味変更

JobTemplate標準正味変更では、JobTemplateデータがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

JobCodeと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• Creator

このフィールドは必須で、有効なユーザー（作成者）ログイン名である必要があります。

• JobCode

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、JobTemplateエンティティをターゲットとする主キーとし

て使用されます。

• Title-EN

このフィールドは必須です。JobTemplateタイトルがインポートされる言語ごとに1つの列を追加します。アプリケーショ

ンでサポートされるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• Organization

有効な組織コード。

Taleo Organization表に存在する必要があります。

• PrimaryLocation

有効な場所コード。

雇用機会均等のジョブ・カテゴリが入力されている場合は必須です。

雇用機会均等には、米国またはカナダを指定する必要があります。

• JobField

有効なJobFieldコード。

• EEOJobCategory

雇用機会均等のジョブ・カテゴリまたはクライアント・カスタム雇用機会均等ジョブ・グループのどちらかに使用されま

す。

1=役員およびマネージャ、2=専門職、3=技術者、4=販売業務担当者、5=事務職、6=技能職、7=工員、8=作

業員、9=サービス担当者。

雇用機会均等ジョブ・グループ番号が有効な場合は、他の雇用機会均等ジョブ・カテゴリ値を構成して使用可能

にできます。

• EmployeeStatus

1=正社員、3=契約、4=臨時、5=期間限定。

• JobLevel

1-初心者レベル、2-熟練技術者、3-チーム・リーダー、4-マネージャ、5-取締役、6-エグゼクティブ、7-直属の部下を

持つマネージャ、8-直属の部下を持たないマネージャ、9-上級エグゼクティブ。

• JobSchedule

1-フルタイム、2-パートタイム、3-ワークシェアリング、4-日当制、5-派遣。

• JobShift

1-日勤、2-準夜勤、3-夜勤、4-オンコール、5-変則、6-フレックス・タイム、7-週末、8-交代制。

• JobType
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1-標準、2-インターンシップ、3-共同、4-夏休み中のアルバイト、5-新卒・第二新卒、6-臨時の仕事、7-経験者。

• OvertimeStatus

1-免除、2-非免除。

• PayFrequencyBasis

1-年次、2-週次、3-時給、4-隔週、5-月2回、6-月次、7-合計、8-日次。

• StudyLevel

1-なし、2-高校修了証書/高卒認定、3-専門学校修了証書、4-準学士号/短期大学修了証書、5-学位を取得

しないプログラム、6-学士号、7-修士号、8-博士号、9-博士号より上の学位、10-その他。

• WillTravel

1-いいえ、2-はい(勤務時間の25 %)、3-はい(勤務時間の50 %)、4-はい(勤務時間の75 %)、5-はい(勤務時間

の100 %)、6-はい(勤務時間の5 %)、7-はい(勤務時間の10 %)、8-はい(勤務時間の15 %)、9-はい(勤務時間

の20 %)。
• DescriptionInternal-EN/DescriptionExternal-EN

マルチバイトの場合は1333文字、1バイトの場合は4000文字。摘要がインポートされる言語ごとに1つの列を追加

します。アプリケーションでサポートされるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• QualInternal-EN/QualExternal-EN

マルチバイトの場合は1333文字、1バイトの場合は4000文字。資格がインポートされる言語ごとに1つの列を追加

します。アプリケーションでサポートされるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• UserGroup

有効なUserGroupのCustomerCode。

• RequisitionType

指定できる値は、1=専門職（デフォルト）、2=時給、3=学生、4=派遣、5=エグゼクティブです。

• Status

指定できる値は、1=アクティブ（デフォルト）、2=ドラフト、3=非アクティブです。

• CustomFieldName

カスタム・フィールドは設定に応じて必須またはオプションにできます。
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場所標準正味変更

場所標準正味変更では、場所データがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

LocationCodeと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• LocationCode

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、場所エンティティをターゲットとする主キーとして使用さ

れます。

• ParentCode

有効な場所コード。

Taleo Location表に存在する必要があります。

• Name-en

このフィールドは必須です。場所名がインポートされる言語ごとに1つの列を追加します。アプリケーションでサポートさ

れるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• NetworkLocation

このフィールドは必須で、有効なNetworkLocation番号である必要があります。

• Status

このフィールドは必須です。1-アクティブ、2-ドラフト（デフォルト）、3-非アクティブ、4-保存済。

• Sequence

このフィールドは必須です。アプリケーションのレコードの表示順序を設定します。
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LUDS標準正味変更

LUDS標準正味変更では、UDSエレメント・データがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

LUDSCodeと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• LUDSCode

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、UDSElementエンティティをターゲットとする主キーとし

て使用されます。

• UDSCode

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、UDSElementエンティティをターゲットとする主キーとし

て使用されます。

• CustomerCode

このフィールドは必須です。これはUserDefinedSelectionエンティティをターゲットにします。

• Active

このフィールドは必須です。

• Sequence

新規レコードの場合、このフィールドは必須です。通常はすべてのレコードで同じ値にデフォルト設定され、LUDSの

レコードの表示順序を設定するために使用されます。

• Description-EN

新規レコードの場合、このフィールドは必須です。摘要がインポートされる言語ごとに1つの列を追加します。アプリ

ケーションでサポートされるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• Organization

有効な組織コード。

Taleo Organization表に存在する必要があります。

• Location

有効な場所コード。

Taleo Location表に存在する必要があります。

• JobField

有効なJobFieldコード。

Taleo JobField表に存在する必要があります。

• Complete

オプション・フィールドですが、値を"true"に設定することをお薦めします。そうしないと、インタフェースでLUDSが未完

了と表示されます。
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組織標準正味変更

組織標準正味変更では、組織データがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

OrganizationCodeと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• OrganizationCode

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、組織エンティティをターゲットとする主キーとして使用さ

れます。

• ParentCode

有効なOrganizationCode。

Taleo Organization表に存在する必要があります。

• Name-en

このフィールドは必須です。組織名がインポートされる言語ごとに1つの列を追加します。アプリケーションでサポートさ

れるすべての言語ごとに1つの列を用意する必要があります。

• Industry

このフィールドは必須で、有効な業界番号である必要があります。

• Status

このフィールドは必須です。1-アクティブ、2-ドラフト（デフォルト）、3-非アクティブ、4-保存済。

• Sequence

このフィールドは必須です。アプリケーションのレコードの表示順序を設定します。
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ポジション標準正味変更

ポジション標準正味変更では、ポジション・データがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

PositionIDと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• DepartmentNumber

このフィールドは必須で、有効なDepartmentNumberである必要があります。

• HiringManager

このフィールドは必須で、有効なユーザー・ログイン名である必要があります。

• JobCode

このフィールドは必須で、有効なJobCodeである必要があります。

• PositionID

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、ポジション・エンティティをターゲットとする主キーとして

使用されます。
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求人標準マージ

求人標準マージでは、求人レコードが存在しない場合には作成され、存在する場合には更新されます。

• Identifier

ContestNumberと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• ContestNumber

求人番号。

このフィールドはオプションです。ContestNumberを指定しないと、AWT設定に基づいて自動的に割り当てられま

す。

• HiringManager

求人採用マネージャ。

JobStatus = 1（デフォルト）の場合、このフィールドはオプションです。

JobStatus = 3（承認済）の場合、このフィールドは必須です。

• Owner

求人採用担当者。

このフィールドは必須です。

• Language

このフィールドはオプションです。

• JobState

このフィールドはオプションです。1=ドラフト（デフォルト）、3=承認済。

• CitizenshipStatus

1=適用なし、2=国民の必要あり、3=H1Bビザ可、4=他のビザ可。

• EmployeeStatus

1=正社員、3=契約、4=臨時、5=期間限定。

• JobLevel

1-初心者レベル、2-熟練技術者、3-チーム・リーダー、4-マネージャ、5-取締役、6-エグゼクティブ、7-直属の部下を

持つマネージャ、8-直属の部下を持たないマネージャ、9-上級エグゼクティブ。

• JobSchedule

1-フルタイム、2-パートタイム、3-ワークシェアリング、4-日当制、5-派遣。

• JobShift

1-日勤、2-準夜勤、3-夜勤、4-オンコール、5-変則、6-フレックス・タイム、7-週末、8-交代制。

• JobType

1-標準、2-インターンシップ、3-共同、4-夏休み中のアルバイト、5-新卒・第二新卒、6-臨時の仕事、7-経験者。

• Justification

1=新規ポジション、2=代行者、3=変更、4=延長。

• OvertimeStatus

1=免除、2=非免除。

• PayFrequencyBasis
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1=年次、2=週次、3=時給、4=隔週、5=月2回、6=月次、7=合計、8=日次。

• StudyLevel

1-なし、2-高校修了証書/高卒認定、3-専門学校修了証書、4-準学士号/短期大学修了証書、5-学位を取得

しないプログラム、6-学士号、7-修士号、8-博士号、9-博士号より上の学位、10-その他。

• StudyProgram

有効なCieProgram摘要。

Taleo CieProgram表に存在する必要があります。

• WillTravel

1-いいえ、2-はい(勤務時間の25 %)、3-はい(勤務時間の50 %)、4-はい(勤務時間の75 %)、5-はい(勤務時間

の100 %)、6-はい(勤務時間の5 %)、7-はい(勤務時間の10 %)、8-はい(勤務時間の15 %)、9-はい(勤務時間

の20 %)。
• EEOJobCategory

雇用機会均等のジョブ・カテゴリまたはクライアント・カスタム雇用機会均等ジョブ・グループのどちらかに使用され

ます。1=役員およびマネージャ、2=専門職、3=技術者、4=販売業務担当者、5=事務職、6=技能職、7=工

員、8=作業員、9=サービス担当者。雇用機会均等ジョブ・グループ番号が有効な場合は、他の雇用機会均等

ジョブ・カテゴリ値を構成して使用可能にできます。

• JobField

このフィールドは必須です。

有効なJobFieldコード。

• Organization

有効な組織コード。

Taleo Organization表に存在する必要があります。

• PrimaryLocation

このフィールドは必須です。

有効な場所コード。

Taleo Location表に存在する必要があります。

• UserGroup

このフィールドはオプションです。

有効なArtGroup,CustomerCode。

• Title-EN

求人のタイトル。このフィールドは必須です。

求人のタイトルがインポートされる言語ごとに1つのフィールドを追加します。

• ReferenceTitle-EN

マネージャWebTopジョブ・タイトル。このフィールドは必須です。

求人照会先タイトルがインポートされる言語ごとに1つのフィールドを追加します。

• DescriptionInternal-EN/DescriptionExternal-EN

1333文字のマルチバイト文字または4000文字の1バイト文字で、フィールド・データ内に埋め込まれた改行（LFおよ

びCR）および書式が維持されます。

内部または外部の摘要がインポートされる言語ごとに1つのフィールドを追加します。

• QualInternal-EN/QualExternal-EN
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1333文字のマルチバイト文字または4000文字の1バイト文字で、フィールド・データ内に埋め込まれた改行（LFおよ

びCR）および書式が維持されます。

内部または外部の資格がインポートされる言語ごとに1つのフィールドを追加します。

• RequisitionType

Taleo AWTで多数の求人タイプがアクティブ化される場合、このフィールドは必須です。1=専門職（デフォル

ト）、2=時給、3=学生、4=派遣、5=エグゼクティブ。

• JobCode

このフィールドはJobTemplateへのリンクなので、統合によって更新することはできません。

• CustomFieldName

カスタム・フィールドは設定に応じて必須またはオプションにできます。
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ユーザー標準正味変更

ユーザー標準正味変更では、ユーザー・データがTaleo製品と同期されます。

• Identifier

Loginnameと同じ値を使用します。この値は、結果ファイルに返されて、結果の調整を容易にします。

• Loginname

このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、ユーザー・エンティティをターゲットとする主キーとして使

用されます。

• Password

このフィールドは必須です。

拡張オプションをupdatable=falseに設定します。

• RolesCollection

コレクションがリセットされると、すべてのロールが各ユーザーに送信される必要があります。また、すべてのロールの組

合せが可能にならないように、一部のビジネス・ルールが適用されることにも注意してください。

• Role-1

このフィールドは必須です。

• Role-2

ユーザーには複数のロールを設定できます。

データに応じて1人のユーザーに設定できる最大数をカバーするために、必要な数のロール列を追加することで、複

数のロールをインポートできます。

• FirstName

このフィールドは必須です。

• LastName

このフィールドは必須です。

• ContentLanguages

ユーザーが求人およびテンプレートを作成する言語で、デフォルトではenになります。

複数の言語はen,fr,esのようにカンマで区切ります。

これらはキャリア・セクション言語です。

• CorrespondenceLanguage

ユーザーとの連絡事項に使用する言語。

これらはWebTop言語です。

• ForceChangePassword

このフィールドは必須です。

拡張オプションをupdatable=falseに設定します。

• Title-en

ユーザーのタイトルがインポートされる言語ごとに1つのフィールドを追加します。

• GroupCollection

コレクションがリセットされると、すべてのグループが各ユーザーに送信される必要があります。
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• Group-1

このフィールドは必須です。

• Group-2

ユーザーは複数のグループに所属できます。

データに応じて1人のユーザーに設定できる最大数をカバーするために、必要な数のグループ列を追加することで、複

数のグループをインポートできます。

• CustomFieldName

カスタム・フィールドは設定に応じて必須またはオプションにできます。
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概要

この項では、SQLの問合せとそれに相当するXMLの問合せの例を示します。これらの例は、カスタム問合せを作成する

ためのモデルとして使用できます。XML問合せは抽出プロセス中にOracle SQL問合せに変換されるため、XML問合

せの別名として使用できない予約語の表を示します。
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複合問合せの挿入

前提条件

Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。

複合問合せを適用するエンティティに基づいてエクスポート・エディタがオープンしていること。

この手順は、複合プロジェクション、複合フィルタ、複合ソート、複合プロジェクション・ソートおよびすべての拡張タブ機

能に適用できます。

ステップ

1. プロジェクション・タブをクリックします。

a) 「追加」をクリックします。

b) 複合プロジェクションの追加を選択します。

c) 「OK」をクリックします。

複合プロジェクション・ペインに<quer:projection xmlns:quer="http://www.taleo.com/ws/integration/
query"/>と表示されます。

2. 複合プロジェクション・ペインにコードを入力するか貼り付けます。

例:

<quer:projection alias="Candidate_Anonymous" xmlns:quer="http://www.taleo.com/ws/integration/
query">
  <quer:switchByValue>
    <quer:baseValue>
      <quer:field path="Candidate.Anonymous"/>
    </quer:baseValue>
    <quer:cases>
      <quer:case>
        <quer:integer>1</quer:integer>
        <quer:string>Anonymous candidate</quer:string>
      </quer:case>
      <quer:case>
        <quer:integer>0</quer:integer>
        <quer:string>Non anonymous candidate</quer:string>
      </quer:case>
    </quer:cases>
    <quer:defaultValue>
      <quer:string>Unknown</quer:string>
    </quer:defaultValue>
  </quer:switchByValue>
</quer:projection>



187 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

例

Between

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01 
  FROM CSUSER CSUSER01 
 WHERE (CSUSER01.CSUSERNO BETWEEN 1 AND 10))

XML問合せAPI

<filtering> 
    <between 
        <field path="no"/> 
        <integer>1</integer> 
        <integer>10</integer> 
    </between> 
</filtering>

Case（条件による切替え）

SQL

SELECT CASE
         WHEN (CSUSER01.ANONYMOUS = 1) THEN
          'Anonymous candidate'
         WHEN (CSUSER01.ANONYMOUS = 0) THEN
          'Non anonymous candidate'
         ELSE
          'Unknown candidate'
       END AS firstName01
  FROM CSUSER CSUSER01

XML問合せAPI

<projection projectedField="firstName">
    <switchByCriterion>
        <cases>
            <case>
                <isTrue>
                    <field path="anonymous"/>
                </isTrue>
                <string>Anonymous candidate</string>
            </case>
            <case>
                <isFalse>
                    <field path="anonymous"/>
                </isFalse>
                <string>Non anonymous candidate</string>
            </case>
        </cases>
        <defaultValue>
            <string>Unknown candidate</string>
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        </defaultValue>
    </switchByCriterion>
</projection>

Case（値による切替え）

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01,
       CASE CSUSER01.ANONYMOUS
         WHEN 1 THEN
          'Anonymous candidate'
         WHEN 0 THEN
          'Non anonymous candidate'
         ELSE
          'Unknonw candidate'
       END AS firstName01
  FROM CSUSER CSUSER01

XML問合せAPI

<projection projectedField="firstName">
    <switchByValue>
        <baseValue>
            <field path="anonymous"/>
        </baseValue>
        <cases>
            <case>
                <boolean>true</boolean>
                <string>Anonymous candidate</string>
            </case>
            <case>
                <boolean>false</boolean>
                <string>Non anonymous candidate</string>
            </case>
        </cases>
        <defaultValue>
            <string>Unknown candidate</string>
        </defaultValue>
    </switchByValue>
</projection>

連結

SQL

SELECT ((CSUSER01.FIRSTNAME || ' ') || CSUSER01.LASTNAME) AS FIRSTNAME01
FROM CSUSER CSUSER01

XML問合せAPI

<query alias="testConcatenate" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection projectedField="firstName">
             <concatenate>
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                 <concatenate>
                     <field path="firstName"/>
                     <string> </string>
                 </concatenate>
                 <field path="lastName"/>
             </concatenate>
        </projection>
    </projections>
</query>

Connect By

SQL

SELECT STUDYLEVEL01.STUDYLEVELNO AS STUDYLEVELNO01
FROM STUDYLEVEL STUDYLEVEL01
WHERE 1 = 1
CONNECT BY PRIOR STUDYLEVEL01.STUDYLEVELNO =
 STUDYLEVEL01.PARENTSTUDYLEVELNO
START WITH (STUDYLEVEL01.STUDYLEVELNO = 5)

XML問合せAPI

<query alias="testHierarchicalFiltering" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.StudyLevel">
    <projections>
        <projection>
            <field path="no"/>
        </projection>
    </projections>
    <hierarchicalFilterings>
        <hierarchicalFiltering>
            <hierarchicalFilter>
                <equal>
                    <field path="no"/>
                    <field path="parent"/>
                </equal>
            </hierarchicalFilter>
            <startWithFilter>
                <equal>
                    <field path="no"/><integer>5</integer>
                </equal>
            </startWithFilter>
        </hierarchicalFiltering>
    </hierarchicalFilterings>
</query>

Count

SQL

SELECT COUNT((CSUSER01.CSUSERNO)) AS keyCount FROM CSUSER CSUSER01

XML問合せAPI

<query alias="testCount" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
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    <projections>
         <projection alias="keyCount">
             <count>
                 <field path="no"/>
             </count>
         </projection>
    </projections>
</query>

dbms_lob.getlength

SQL

SELECT dbms_lob.getlength(CSUSERATTACHEDFILE01.FILECONTENT) AS blobLength
  FROM CSUSERATTACHEDFILE CSUSERATTACHEDFILE01
 WHERE (CSUSERATTACHEDFILE01.CSUSERATTACHEDFILENO = 10291)

XML問合せAPI

<query alias="testLobLength" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.AttachedFile">
    <projections>
        <projection alias="blobLength">
            <lobLength>
                <field path="fileContent"/>
            </lobLength>
        </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <equal>
                <field path="no"/>
                <integer>10291</integer>
            </equal>
        </filtering>
     </filterings>
</query>

dbms_lob.instr

SQL

SELECT DBMS_LOB.INSTR(CSUSERATTACHEDFILE01.FILECONTENT, 'a') AS blobIndexOf
   FROM CSUSERATTACHEDFILE CSUSERATTACHEDFILE01
  WHERE (CSUSERATTACHEDFILE01.CSUSERATTACHEDFILENO = 10291)

XML問合せAPI

<query alias="testLobIndexOf" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.AttachedFile"  >
    <projections>
        <projection alias="blobIndexOf">
            <lobIndexOf>
                <field path="fileContent"/>
                <string>205465737420</string>
            </lobIndexOf>
        </projection>
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    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <equal>
                <field path="no"/>
                <integer>10291</integer>
            </equal>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

dbms_lob.substr

SQL

SELECT DBMS_LOB.SUBSTR(CSUSERATTACHEDFILE01.FILECONTENT, 3, 4) AS blobSubstring
  FROM CSUSERATTACHEDFILE CSUSERATTACHEDFILE01
 WHERE (CSUSERATTACHEDFILE01.CSUSERATTACHEDFILENO = 10291)

XML問合せAPI

<query alias="testLobSubString" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.AttachedFile">
    <projections>
         <projection alias="blobSubstring" projectedValueType="string">
             <lobSubstring>
                 <field path="fileContent"/>
                 <integer>4</integer>
                 <integer>3</integer>
             </lobSubstring>
         </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <equal>
                <field path="no"/>
                <integer>10291</integer>
            </equal>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

Decode

SQL

SELECT DECODE(CSUSER01.FIRSTNAME, 'Sebastien', 'Seb', 'Benoit', 'Ben',
 CSUSER01.FIRSTNAME) AS FIRSTNAME01
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testDecode" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <decode>
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                <field path="firstName"/>
                <string>Sebastien</string>
                <string>Seb</string>
                <string>Benoit</string>
                <string>Ben</string>
                <field path="firstName"/>
            </decode>
         </projection>
    </projections>
</query>

Distinct

SQL

select distinct currency from csuser

XML問合せAPI

<query alias="subQuery" preventDuplicates="true"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
         <projection alias="currency">             
             <field path="currency"/>             
         </projection>
    </projections>
</query>

Dual

SQL

SELECT 1 FROM DUAL

XML問合せAPI

<query alias="MyDualQuery" projectedClass="DUAL_META_CLASS">
  <projections>
    <projection alias="myProjection">
      <integer>1</integer>
    </projection>
  </projections>
</query>

存在する/存在しない

SQL

SELECT CSUSER01.FIRSTNAME AS FIRSTNAME01
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE (EXISTS
        (SELECT CSUSER02.SALARY AS SALARY01 FROM CSUSER CSUSER02 WHERE 1 = 1))
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SELECT CSUSER01.FIRSTNAME AS FIRSTNAME01
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE NOT (EXISTS
        (SELECT CSUSER02.SALARY AS SALARY01 FROM CSUSER CSUSER02 WHERE 1 = 1))

XML問合せAPI

<query alias="testExists" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <field path="firstName"/>
        </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <returnsResults>
                <query alias="subQuery" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
                    <projections>
                        <projection>
                            <field path="salary"/>
                        </projection>
                    </projections>
                </query>
            </returnsResults>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

<query alias="testExists" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <field path="firstName"/>
        </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <not>
                <returnsResults>
                    <query alias="subQuery" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
                        <projections>
                            <projection>
                                <field path="salary"/>
                            </projection>
                        </projections>
                    </query>
                </returnsResults>
            </not>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

次より大きい

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01
  FROM CSUSER CSUSER01
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 WHERE (CSUSER01.SALARY > 50)

XML問合せAPI

<query alias="testGreatherThan" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <field path="no"/>
        </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <greaterThan>
                <field path="salary"/>
                <integer>50</integer>
            </greaterThan>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

Group By

SQL

SELECT APPLICATION01.CANDIDATENO AS candidate,
       COUNT(APPLICATION01.CANDIDATENO) AS appCount
FROM APPLICATION APPLICATION01
WHERE 1 = 1
GROUP BY APPLICATION01.CANDIDATENO

XML問合せAPI

<query alias="testReportQueryWithGrouping"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.BaseApplication">
    <projections>
        <projection alias="candidate">
            <field path="candidate"/>
        </projection>
        <projection alias="appCount">
            <count>
                <field path="candidate"/>
            </count>
        </projection>
    </projections>
    <groupings>
        <grouping>
            <field path="candidate"/>
        </grouping>
    </groupings>
</query>

Having

SQL
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SELECT CSUSER01.CITY AS CITY01, COUNT(CSUSER01.CITY) AS cityCount
FROM CSUSER CSUSER01
WHERE 1 = 1
GROUP BY CSUSER01.CITY
HAVING(COUNT(CSUSER01.CITY) > 5)

XML問合せAPI

<query alias="testGroupingFilteringInReportQuery"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <field path="city"/>
        </projection>
        <projection alias="cityCount">
            <count>
                <field path="city"/>
            </count>
        </projection>
    </projections>
    <groupings>
        <grouping>
            <field path="city"/>
        </grouping>
    </groupings>
    <groupingFilterings>
        <groupingFiltering>
            <greaterThan>
                <count>
                    <field path="city"/>
                </count>
                <integer>5</integer>
            </greaterThan>
        </groupingFiltering>
    </groupingFilterings>
</query>

In

SQL

CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey
FROM CSUSER CSUSER01
WHERE (CSUSER01.CSUSERNO IN (SELECT CSUSER02.CSUSERNO AS entityKey
                             FROM CSUSER CSUSER02
                             WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')))

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey
FROM CSUSER CSUSER01
WHERE (CSUSER01.CSUSERNO IN (1, 2, 3))

XML問合せAPI

<query alias="testIncludedIn" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
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            <key path=""/>
        </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <includedIn>
                <field path="no"/>
                <query alias="candidateSubQuery" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
                    <projections>
                        <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                            <key path=""/>
                        </projection>
                    </projections>
                    <filterings>
                        <filtering>
                            <matches>
                                <field path="firstName"/>
                                <string>s*</string>
                            </matches>
                        </filtering>
                    </filterings>
                </query>
            </includedIn>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

<query alias="testIncludedIn" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
  <projections>
    <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
      <key path=""/>
    </projection>
  </projections>
  <filterings>
    <filtering>
      <includedIn>
        <field path="no"/>
        <list>
          <integer>1</integer>
          <integer>2</integer>
          <integer>3</integer>
        </list>
      </includedIn>
    </filtering>
  </filterings>
</query>

内部結合

SQL

SELECT APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.APPLICATIONTRACKINGHISTORYNO AS
 APPLICATIONTRACKINGHISTORYNO01
  FROM APPLICATIONTRACKINGHISTORY APPLICATIONTRACKINGHISTORY01,
       APPLICATION                APPLICATION01,
       CSUSER                     CSUSER01
 WHERE APPLICATION01.CANDIDATENO = APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.CANDIDATENO
   AND APPLICATION01.REQUISITIONNO =
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       APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.REQUISITIONNO
   AND APPLICATION01.PROFILELOCALE =
       APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.PROFILELOCALE
   AND CSUSER01.CSUSERNO = APPLICATION01.CANDIDATENO
   AND ((CSUSER01.CSUSERNO) > 0)

XML問合せAPI

<query alias="testInnerJoin"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.ApplicationTrackingHistoryItem">
    <projections>
        <projection>
            <field path="no"/>
        </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <greaterThan><key path="application=,candidate="/>
                <integer>0</integer>
            </greaterThan>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

Intersect

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\')
INTERSECT
SELECT CSUSER02.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER02
 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')

XML問合せAPI

<intersect alias="testIntersect">
    <queries>
        <query alias="testIntersect2" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
            <projections>
                <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                    <key path=""/>
                </projection>
            </projections>
            <filterings>
                <filtering>
                    <matches>
                        <field path="firstName"/>
                        <string>a*</string>
                    </matches>
                </filtering>
            </filterings>
        </query>
        <query alias="candidateSubQuery" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
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            <projections>
                <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                    <key path=""/>
                </projection>
            </projections>
            <filterings>
                <filtering>
                    <matches>
                        <field path="firstName"/>
                        <string>s*</string>
                    </matches>
                </filtering>
            </filterings>
        </query>
    </queries>
</intersect>

次より小さい

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE (CSUSER01.SALARY < 50)

XML問合せAPI

<query alias="testLessThan" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <field path="no"/>
        </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <lessThan>
                <field path="salary"/>
                <integer>50</integer>
            </lessThan>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

Like

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')

XML問合せAPI
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 <query alias="testLike" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
         <projections>
             <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                 <key path=""/>
             </projection>
         </projections>
         <filterings>
             <filtering>
                 <matches>
                     <field path="firstName"/>
                     <string>s*</string>
                 </matches>
             </filtering>
         </filterings>
    </query>

Minus

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\')
MINUS
SELECT CSUSER02.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER02
 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')

XML問合せAPI

<minus alias="testMinus">
    <queries>
        <query alias="candidate" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
            <projections>
                <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                    <key path=""/>
                </projection>
            </projections>
            <filterings>
                <filtering>
                    <matches>
                        <field path="firstName"/>
                        <string>a*</string>
                    </matches>
                </filtering>
            </filterings>
        </query>
        <query alias="candidate2" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
            <projections>
                <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                    <key path=""/>
                </projection>
            </projections>
            <filterings>
                <filtering>
                    <matches>
                        <field path="firstName"/>
                        <string>s*</string>
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                    </matches>
                </filtering>
            </filterings>
        </query>
    </queries>
</minus>

NVL

SQL

SELECT NVL(CSUSER01.FIRSTNAME, 'Unknown') AS FIRSTNAME01
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testReplaceNull" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <replaceNull>
                <field path="firstName"/>
                <string>Unknown</string>
            </replaceNull>
        </projection>
    </projections>
</query>

Or

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE ((CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\') OR
       (CSUSER01.FIRSTNAME = 'Sam'))

XML問合せAPI

<query  alias="testIntersect2" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
            <key path=""/>
        </projection>
    </projections>
    <filterings>
        <filtering>
            <or>
                <matches>
                    <field path="firstName"/>
                    <string>a*</string>
                </matches>
                <equal>
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                    <field path="firstName"/>
                    <string>Sam</string>
                </equal>
            </or>
        </filtering>
    </filterings>
</query>

ソート順

SQL

select csuserno from csuser order by csuserno asc

select csuserno from csuser order by csuserno desc

XML問合せAPI

<query alias="testOrderByAsc" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
        <field path="no" /> 
        </projection>
    </projections>
    <sortings>
        <sorting ascending="true">
            <field path="no" /> 
        </sorting>
    </sortings>
</query>

<query alias="testOrderByDesc" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
        <field path="no" /> 
        </projection>
    </projections>
    <sortings>
        <sorting ascending="false">
            <field path="no" /> 
        </sorting>
    </sortings>
</query>

外部結合

SQL

SELECT APPLICATION01.CANDIDATENO AS CANDIDATENO01
  FROM APPLICATIONTRACKINGHISTORY APPLICATIONTRACKINGHISTORY01,
       APPLICATION                APPLICATION01
 WHERE APPLICATION01.CANDIDATENO(+) =
       APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.CANDIDATENO
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   AND APPLICATION01.REQUISITIONNO(+) =
       APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.REQUISITIONNO
   AND APPLICATION01.PROFILELOCALE(+) =
       APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.PROFILELOCALE

XML問合せAPI

<query alias="testOuterJoin"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.ApplicationTrackingHistoryItem">
    <projections>
        <projection>
            <field path="application+,candidate+"/>
        </projection>
    </projections>
</query>

Rownum

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01, rowNum AS rowIndex
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testRowindex" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <field path="no"/>
        </projection>
       <projection alias="rowIndex">
            <customValue>
                <expression>rowNum</expression>
            </customValue>
       </projection>
    </projections>
</query>

SubString

SQL

SELECT SUBSTR(CSUSER01.LASTNAME, 0, 2) AS LASTNAME01
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testSubString" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
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            <substring>
                <field path="lastName"/>
                <integer>0</integer>
                <integer>2</integer>
            </substring>
        </projection>
    </projections>
</query>

ToChar

SQL

SELECT TO_CHAR(LOCALTIMESTAMP(0)) AS tocharnow,
       TO_CHAR(LOCALTIMESTAMP(0), 'yyyy-MM-dd') AS tocharnowFormat,
       TO_CHAR(2.24567, '0.99') AS tochardouble
  FROM Dual Dual01
 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testToCharFunction" projectedClass="DUAL_META_CLASS">
    <projections>
        <projection alias="tocharnow">
            <toChar>
                <date type="now" xsi:nil="true"/>
            </toChar>
        </projection>
        <projection alias="tocharnowFormat">
            <toChar>
                 <date type="now" xsi:nil="true"/>
                 <string bound="false">yyyy-MM-dd</string>
            </toChar>
        </projection>
        <projection alias="tochardouble">
            <toChar>
                <double>2.7689340174</double>
                <string bound="false">0.99</string>
            </toChar>
        </projection>
    </projections>
</query>

Trim

SQL

SELECT TRIM(CSUSER01.LASTNAME) AS LASTNAME01
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI
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<query alias="testTrim" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <trim>
                <field path="lastName"/>
            </trim>
        </projection>
    </projections>
</query>

Truncate

SQL

SELECT TRUNC(CSUSER01.SALARY) AS SALARY01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testTruncate" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <truncate>
                <field path="salary"/>
            </truncate>
        </projection>
    </projections>
</query>

Union

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\')
UNION
SELECT CSUSER02.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER02
 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')

XML問合せAPI

<union alias="testUnion">
    <queries>
        <query alias="testUnion2" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
            <projections>
                <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                    <key path=""/>
                </projection>
            </projections>
            <filterings>
                <filtering>
                    <matches>
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                        <field path="firstName"/>
                        <string>a*</string>
                    </matches>
                </filtering>
            </filterings>
        </query>
        <query alias="candidateSubQuery" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
            <projections>
                <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                    <key path=""/>
                </projection>
            </projections>
            <filterings>
                <filtering>
                    <matches>
                        <field path="firstName"/>
                        <string>s*</string>
                    </matches>
                </filtering>
            </filterings>
        </query>
    </queries>
</union>

Union All

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\')
UNION ALL
SELECT CSUSER02.CSUSERNO AS entityKey
  FROM CSUSER CSUSER02
 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')

XML問合せAPI

<unionAllowDuplicates alias="testUnionAll">
    <queries>
        <query alias="testUnion2" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
            <projections>
                <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
                    <key path=""/>
                </projection>
            </projections>
            <filterings>
                <filtering>
                    <matches>
                        <field path="firstName"/>
                        <string>a*</string>
                    </matches>
                </filtering>
            </filterings>
        </query>
        <query alias="candidateSubQuery" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
            <projections>
                <projection alias="entityKey" tag="entityKey">
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                    <key path=""/>
                </projection>
            </projections>
            <filterings>
                <filtering>
                    <matches>
                        <field path="firstName"/>
                        <string>s*</string>
                    </matches>
                </filtering>
            </filterings>
        </query>
    </queries>
</unionAllowDuplicates>

その他のカスタム関数

SQL

SELECT CUSTOM_FUNCTION_NAME(myField,'param1','param2') AS myField01
FROM CSUSER CSUSER01 
WHERE 1=1

XML問合せAPI

<query alias="testCustomFunction" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
    <projections>
        <projection>
            <customFunction name="CUSTOM_FUNCTION_NAME">
                <field path="myField"/>
                <string>param1</string>
                <string>param2</string>
            </customFunction>
        </projection>
    </projections>
</query>

カスタム関数の例

SQL

SELECT REGEXP_REPLACE(CSUSER01.USERNAME,?,?)AS USERNAME01 
FROM CSUSER CSUSER01 
WHERE 1=1

XML問合せAPI

<query alias="testRegexpReplace" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> 
    <projections> 
        <projection> 
            <customFunction name="REGEXP_REPLACE"> 
                <field path="username"/> 
                <string>a</string> 
                <string>b</string> 
            </customFunction> 
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        </projection> 
     </projections> 
</query>
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Oracleの予約語

Oracleの予約語は、エクスポート問合せの別名として使用できません。次の表にOracleで予約されている語を示しま

す。

ABORT ACCEPT ACCESS ADD

ALL ALTER AND ANY

ARRAY ARRAYLEN AS ASC

ASSERT ASSIGN AT AUDIT

AUTHORIZATION AVG BASE_TABLE >BEGIN

BETWEEN BINARY_INTEGER BODY BOOLEAN

BY CASE CHAR CHAR_BASE

CHECK CLOSE CLUSTER CLUSTERS

COLAUTH COLUMN COMMENT COMMIT

COMPRESS CONNECT CONSTANT CRASH

CREATE CURRENT CURRVAL CURSOR

DATA_BASE DATABASE DATE DBA

DEBUGOFF DEBUGON DECIMAL DECLARE

DEFAULT DEFINITION DELAY DELETE

DESC DIGITS DISPOSE DISTINCT

DO DROP ELSE ELSIF

END ENTRY EXCEPTION EXCEPTION_INIT

EXCLUSIVE EXISTS EXIT FALSE

FETCH FILE FLOAT FOR

FORM FROM FUNCTION GENERIC

GOTO GRANT GROUP HAVING

IDENTIFIED IF IMMEDIATE IN

INCREMENT INDEX INDEXES INDICATOR

INITIAL INSERT INTEGER INTERFACE

INTERSECT INTO IS LEVEL

LIKE LIMITED LOCK LONG

LOOP MAX MAXEXTENTS MIN

MINUS MLSLABEL MOD MODE

MODIFY NATURAL NATURALN NETWORK
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NEW NEXTVAL NOAUDIT NOCOMPRESS

NOT NOWAIT NULL NUMBER

NUMBER_BASE OF OFFLINE ON

ONLINE OPEN OPTION OR

ORDER OTHERS OUT PACKAGE

PARTITION PCTFREE PLS_INTEGER POSITIVE

POSITIVEN PRAGMA PRIOR PRIVATE

PRIVILEGES PROCEDURE PUBLIC RAISE

RANGE RAW REAL RECORD

REF RELEASE REMR RENAME

RESOURCE RETURN REVERSE REVOKE

ROLLBACK ROW ROWID ROWLABEL

ROWNUM ROWS ROWTYPE RUN

SAVEPOINT SCHEMA SELECT SEPERATE

SESSION SET SHARE SIGNTYPE

SIZE SMALLINT SPACE SQL

SQLCODE SQLERRM START STATEMENT

STDDEV SUBTYPE SUCCESSFUL SUM

SYNONYM SYSDATE TABAUTH TABLE

TABLES TASK TERMINATE THEN

TO TRIGGER TRUE TYPE

UID UNION UNIQUE UPDATE

USE USER VALIDATE VALUES

VARCHAR VARCHAR2 VARIANCE VIEW

VIEWS WHEN WHENEVER WHERE

WHILE WITH WORK WRITE

XOR
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データ機密

サポートする通信プロトコルとして、"完全SSL"を強制することをお薦めします。SSL通信プロトコルのプロパティは、イン

テグレータ・ロールが設定されたユーザーがSmartOrg通信プロトコル・エディタで構成できます。"完全SSL"モードを強

制している場合、Taleoにホストされている環境ではHTTPS要求のみが受け入れられます。この通信プロトコル構成で

は、セキュアな接続のみが受け入れられ、送信されるすべてのデータが適切に暗号化されます。TCCで作成されたすべ

ての統合ポイントは、ハンドシェイク時にこのプロトコルに準拠する必要があります。

TCCでは、HTTPS機能が制限されている組織をサポートするために、HTTPベースの通信も許可されています。このプ

ロトコルを選択すると、TCCとTaleoでホストされた環境の間の通信時にデータが暗号化されません。HTTP通信は、組

織のネットワークがHTTPS通信をサポートしていない場合のみに使用してください。
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ユーザー認証

TCCはWebサービス・セキュリティ（WS-S）とユーザー名/パスワードのBasic認証スキームの両方をサポートしています。

Webサービス・セキュリティ（WS-S）

TCCは、PasswordDigestスキームを使用するWeb Services Security Username Token Profile 1.1をサポート

しています。この認証方法を使用すると、トランザクションの一部としてパスワードが送信されません。TCCは、パスワード

を使用して、次のアルゴリズムによるパスワード・ダイジェストを生成します。

PasswordDigest = Base64 (SHA-1 (nonce + creation timestamp + password))

TCCは、nonce、作成タイムスタンプおよびパスワードを連結し、SHA-1ハッシュ・アルゴリズムを使用し

てPasswordDigestを生成し、結果をBase64で暗号化します。これによって、パスワードは判読できなくなり、リプレイ

攻撃を防御する基礎となります。

パスワード・ダイジェスト・セキュリティは、ブルート・フォース攻撃など、パスワード自体に向けられた攻撃に対する効果的

な防御となります。既知の攻撃によって捕捉されたメッセージから機密が漏れないように、パスワードは十分強力にする

必要があります。

パスワードが回線上に送信されない場合でも、SSL通信プロトコル（HTTPS）を使用することをお薦めします。

Basic認証（ユーザー名/パスワード）

ユーザー名/パスワードのBasic認証スキームを使用する際、TCCではHTTPヘッダーにユーザー名とパスワードの形式で

ユーザーの資格証明が指定されます。

HTTPSプロトコルを使用して通信のセキュリティが確保されていない場合は、この情報がクリア・テキストで送信されま

す。そのため、必ずHTTPS通信プロトコルを使用することをお薦めします。
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保存済パスワード

TCCは、Taleo製品との通信の確立およびプロキシ・サーバーとの認証に保存済パスワードを使用します。

統合ユーザー・パスワード

TCCでは、Taleo製品との通信を確立するために、統合ユーザー・パスワードをローカルに保持する必要があります。パ

スワードは次の場所に保存できます。

• デフォルト構成ボード・ファイル: default.board.xml
• TCC環境ファイル: *.properties
• TCC構成ファイル: *_cfg.xml

統合ユーザー・パスワードは、128ビットのキー・サイズを使用してAESアルゴリズムで暗号化されます。次のよう

に、XMLファイル保存されます: EncryptedPassword = Base64 (AES:128 (password)).
プロキシ・パスワード

TCCがアクセスするプロキシ・サーバーに対してTCC自体を認証するために、システム・プロパティが使用されます。必須

のシステム・プロパティは次のとおりです。

-Dhttp.proxyHost=myproxyhostname

-Dhttp.proxyPort=portnumber

-Dhttp.proxyUser=username

-Dhttp.proxyPassword=hello123

TCCの起動方法に応じて、2つの異なった方法でシステム・プロパティを設定します。

• Windowsのグラフィック・ユーザー・インタフェース（GUI）でTCCを起動する場合:

TCCをWindowsのGUIで実行する場合は、すべてのシステム・プロパティをインストール・フォルダのルートにあ

るTaleoConnectClient.iniファイルに定義する必要があります。
• コマンドライン・インタフェースでTCCを起動する場合:

TCCをコマンドライン・インタフェースで実行する場合は、システム・プロパティ

をTaleoConnectClient.bat（Windows）またはTaleoConnectClient.sh（Unix/Linux）ファイルに含める必要が

あります。

TCCをコマンドラインから問題なく実行できるようにするために、次のJavaオプションを使用することをお薦めします（お

客様が実行する操作タイプに最善と思われる値に変数を置き換えてください）。

JAVA_OPTS=" 
-ms${JAVA_MIN_MEM}M 
-mx${JAVA_MAX_MEM}M 
-XX:NewSize=${NEWGEN}m 
-XX:MaxNewSize=${MAXNEWGEN}m 
-XX:PermSize=${PERMGEN}m 
-XX:MaxPermSize=${MAXPERMGEN}m

TCC関連の他の固有のオプションを追加できますが、-Djavax.xml.stream.XMLInputFactoryなどの他のオプショ

ンを使用すると問題が発生するという報告があります。

プロキシ・パスワードの暗号化はAES 128ビット暗号を使用するコマンドライン・ユーティリティで行えます。このユーティリ

ティは、暗号化するパスワードを引数として使用して、暗号化された新しいパスワードを生成します。暗号化されたパス

ワードは、プロキシ・パスワードとしてシステム・プロパティに挿入します。TCCは必要なときにパスワードを復号化します。



セキュリティ · 214

統合パスワードの指定

コマンドラインを使用してTCCを起動する際に、統合ユーザー・パスワードをENCRYPTED_PASSWORDシンボルと

して指定します。

ENCRYPTED_PASSWORDシンボルを使用すれば、TCCスクリプトの開発者に統合パスワードを知らせる必要

がなくなるため、セキュリティが向上します。

ステップ

1. 統合パスワードを暗号化します。

a) TCCに用意されているコマンドライン・ツールを使用します。

[TCCHome]>EncryptPassword.bat TheSecretPassword
Encrypting password using command line argument.
Encrypted password:
xH/JD4X3xuVTMz7pO1fdxcFUBUlFWGrZqTfNDw/DLpo=

b) 暗号化されたパスワードをクリップボードにコピーします。

2. TCCを起動します。

3. 「ファイル」>「オープン」>構成ボードの順に選択して、デフォルト構成ボードをオープンします。

4. 新規シンボルを作成します。

a) 名前: ENCRYPTED_PASSWORD
b) 値: [DECRYPT("生成されたパスワードをここに貼り付けてください")]

すべての制御文字（角カッコ、丸カッコおよび二重引用符）を含む完全な構文を使用してください。

5. エンドポイントを更新して、[ENCRYPTED_PASSWORD]シンボルをパスワード・フィールドで使用します。

上に示したように、シンボルは必ず角カッコで囲んでください。

注意: ランタイム・シンボル関数DECRYPTを使用できるのは、認証パスワードのフィールドのみです。
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ENCRYPTED_PASSWORDの上書き

コマンドラインでパスワードを渡すには、TCCアプリケーションを起動する際に次のシステム・プロパティを追加します。

• クリア・テキスト・パスワード

-Dcom.taleo.client.symbol.ENCRYPTED_PASSWORD=TheSecretPassword
• 暗号化パスワード

-Dcom.taleo.client.symbol.ENCRYPTED_PASSWORD=[DECRYPT(\"xH/
JD4X3xuVTMz7pO1fdxcFUBUlFWGrZqTfNDw/DLpo=\")]
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HTTPプロキシ

一部の企業ネットワークでは、すべての外部HTTP要求を通すために、ITポリシーでプロキシの使用が強制されていま

す。これは、ネットワーク・セキュリティ全体の重要な部分を占めています。

Taleo接続クライアントは、ランタイム実行スクリプトと設計環境の両方でHTTPプロキシの使用を完全にサポートして

います。HTTPプロキシの構成は、http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/net/properties.html（これら

の仕様は、バージョン1.6 http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/net/properties.htmlまたは

バージョン1.7 http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/net/properties.htmlの場合と同様）にあ

るJava標準ドキュメントに従います。

これらの仕様に従って、HTTPプロキシの構成はJREレベル、つまり統合プロセスが起動されるランタイム環境で行われ

ます。接続情報はランタイム実行スクリプトまたは設計環境初期化ファイルのシステム・プロパティとして渡されます。

そのため、企業のHTTPプロキシがポート3128のproxy.acme.netで使用できるとすると、TaleoConnectClient.batス
クリプトを変更して次の内容を追加する必要があります。

%JAVA_HOME%\bin\java.exe

-Dhttp.proxyHost=proxy.acme.net

-Dhttp.proxyPort=3128

-Djava.endorsed.dirs=%IC_HOME%\lib\endorsed

一部の企業のHTTPプロキシ実装では、明示的な認証が必要です。この情報は、次の例に示す2つの追加のシステ

ム・プロパティで指定できます。

%JAVA_HOME%\bin\java.exe

-Dhttp.proxyHost=proxy.acme.net

-Dhttp.proxyPort=3128

-Dhttp.proxyUser=acmeuser

-Dhttp.proxyPassword=secret

-Djava.endorsed.dirs=%IC_HOME%\lib\endorsed

Java仕様に定義されているhttp.nonProxyHostsプロパティも完全にサポートされています。

設計環境でもHTTPプロキシを使用する必要がある場合は、次の行をTaleoConnectClient.iniファイルに追加する必

要があります。

vmargs

-Djava.endorsed.dirs=lib/endorsed

-Dorg.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger

-Dhttp.proxyHost=proxy.acme.net

-Dhttp.proxyPort=3128

以前のバージョンでは、HTTPプロキシの構成はクライアント構成ファイル自体で行われていました。上に述べた標準的

な方法（詳細はその項を参照）を優先するために、これはサポートされなくなりました。

http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/net/properties.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/net/properties.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/net/properties.html
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一部の実装ではhttps.proxyHostプロパティがサポートされていますが、これはJava標準には含まれていま

せん。Taleo接続クライアントでは、すべてのHTTP要求（HTTPまたはHTTPSプロトコル）に対して使用され

るhttp.proxyHostのみをサポートしています。
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プロキシ・パスワードの暗号化

ステップ

1. コマンドライン・インタフェースをオープンします。

2. パスワードを引数に指定してユーティリティを実行します。

C:\Program Files\Taleo Connect Client>EncryptPassword.bat MySecre7P4ssword

Encrypting password using command line argument.

Encrypted password:

F0r6f9UebDtC+5cOeI0z0WQxYxA6m410vqqTr9OR1FE=
3. 暗号化されたパスワードをコピーします。

4. システム・プロパティ・ファイルをオープンします。

5. 暗号化されたパスワードをDhttp.proxyPasswordとして貼り付けます。

-Dhttp.proxyPassword=F0r6f9UebDtC+5cOeI0z0WQxYxA6m410vqqTr9OR1FE=
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Microsoft NTLM V1サポート

Microsoft NTLM V1プロキシ・サーバーの認証スキームがサポートされるようになりました。この認証方法のみを利用す

るネットワーク・セキュリティ・ポリシーを使用するクライアントで、内部ポリシーに準拠してインフラストラクチャにTCCをイン

ストールできるようになりました。

考慮事項

• 技術的制限により、システムからパスワード・ダイジェストを取得できません。

• プロキシ・パスワードをネットワークから自動的に読み取れないため、バッチ・ファイルに手動で入力する必要がありま

す。

• ユーザーは、バッチ・ファイル内のパスワードをWindowsのドメイン・パスワードと常に同期する必要があります。

• すべてのプロキシ・パスワードを暗号化する必要があります。

プロキシ・システム・プロパティ構成

Microsoft NTLM V1プロキシ・サーバー認証スキームは、TCCインストール・フォルダのルートにあるファイルに構成する

必要があります。

• Windowsユーザー・インタフェースを使用したTCCの起動

TCCをWindowsで実行する際には、すべてのシステム・プロパティをTaleoConnectClient.iniファイルに定義する必

要があります。

• コマンドラインを使用したTCCの起動

コマンドラインを使用してTCCを実行する場合は、コマンドラインを使用してすべてのシステム・プロパティ

を渡す必要があります。Windowsの場合はTaleoConnectClient.batファイルに、Unix/Linuxの場合

はTaleoConnectClient.shファイルにシステム・プロパティを挿入します。

NTLMプロキシ用のシステム・プロパティ

プロキシ用に構成できるシステム・プロパティを次のリストに示します。

• -Dhttp.proxyHost=myproxyhostname
• -Dhttp.proxyPort=8080
• -Dhttp.proxyUser=username (Windows Domain User Name)
• -Dhttp.proxyPassword=encrypted password (Windows Domain Password)
• -Dhttp.proxyNTDomain=ACMEDOMAIN (Windows Domain Name)

注意: "http.proxyNTDomain"が必要になるのはNTMLプロキシ認証の場合のみです。

Windows Vista

Microsoft VistaはNTLM V1とNTLM V2の両方のプロキシ・サーバー認証スキームをサポートしていますが、TCCが現

在サポートしているのはMicrosoft NTLM V1のみです。
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保存データ（Data at Rest）

標準のTCC実装にはデータ保持機能がありません。保存データ（Data at Rest）暗号化機能は不要です。
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付録A

ボリューム制限

ボリューム制限では、1日当たりまたはトランザクション当たりの最大レコード数が指定されています。

ベーシック・オファリング

Taleo接続クライアントおよびTaleo管理統合を使用するすべての顧客はすぐにベーシック・オファリングにアクセスできる

ようになり、次のボリューム制限の対象となります。

• 1日当たり最大500 000レコードの抽出

• 抽出トランザクション当たり最大100 000レコード

• 1日当たり最大50 000レコードのインポート

• インポート・トランザクション当たりのレコード数の制限なし

プレミアム・オファリング

プレミアム・オファリングの顧客は、次のボリューム制限の対象となります。

• 1日当たり最大5 000 000レコードの抽出

• 抽出トランザクション当たり最大300 000レコード

• 1日当たり最大350 000レコードのインポート

• インポート・トランザクション当たりのレコード数の制限なし

計画例外のフレームワーク

プロジェクトの進行中に、一時的な変更に対応するためにボリューム制限を変更する必要がある場合、計画例外を要

求できます。

Taleoでは、次のプロジェクト・タイプとそれらに対応するボリューム制限が認識されています。

プロジェクト・タイプ 日次インポート 日次エクスポート トランザクション当

たりのエクスポート

データ移行（新規顧客） 350 000 500 000 100 000レコード、256 MB

データ・ウェアハウスの初期抽

出

N/A 1000万 100 000レコード、256 MB

最終抽出 N/A 1000万 100 000レコード、256 MB

大規模なデータ・リフレッシュま

たは変更

350 000 500万 100 000レコード、256 MB

計画例外のプロセス

計画例外の少なくとも10日前にサポート・チケットを送信します。

このチケットには次のテキストを、ボリューム制限の変更について記述した適切な回答とともに記載する必要があります。

• Incident Information:
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• Request Type: Configuration
• CS Priority: High
• Change Request: Setting Change / Activation
• Product: Taleo Connect
• Component: Taleo Connect ClientまたはTaleo Connect Broker
• Zone: Production（のみ）

• Zone URL: xxxx.taleo.net
• Title: Request for modification for Volume Limits
• Description:
• ボリューム制限の変更がいつから必要か、開始日と終了日を次の形式で指定してください。YYYY-MM-

DDThh:mm:ss-TZD
• この要求の理由を指定してください（例: 初期ロードの特別なイベント…）。

ボリューム制限要求は上記プロジェクト・タイプのいずれかである必要があります。

確認はサポート・チケット経由で行われます。

さらなる管理のために、顧客のクライアント・エグゼクティブが計画例外要求の通知プロセスに関与することも可能です

が、必須ではありません。

未計画例外のプロセス

統合が顧客のゾーンに対してビジネス上の影響を及ぼす原因になると特定された時点でサポート・チケットを送信しま

す。

このチケットには次のテキストを、ボリューム制限の変更について記述した適切な回答とともに記載する必要があります。

• Incident Information:
• Request Type: Configuration
• CS Priority: Business Stand
• Change Request: Setting Change / Activation
• Product: Taleo Connect
• Component: Taleo Connect ClientまたはTaleo Connect Broker
• Zone: Production（のみ）

• Zone URL: xxxx.taleo.net
• Title: URGENT request for modification for Volume Limits
• Description:
• この要求の理由を指定してください（例: 初期ロードの特別なイベント…）。

未計画例外によるボリューム制限要求がレビューされます。確認はサポート・チケット経由で行われます。

可能な場合、顧客はさらなる管理のためにクライアント・エグゼクティブにこのエスカレーションを通知する必要があります

が、必須ではありません。

最も大きな違いは、このプロセスがビジネス側のCS優先度に基づいて行われる点です。
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付録B

TCCエラー

通常、TCCエラーはログインのときに発生し、エラー・コードが返されます。

302

問題: プロトコルHTTPとポート80は有効な組合せではありません。

ソリューション: HTTPSとポート443を選択します。

401

問題: ユーザー名、パスワード、ゾーン名、ユーザー・ロールのいずれかまたは複数がシステム統合と異なっています。

ソリューション: Taleo管理者WebTopにこのユーザーで手動ログインできるか検証し、ユーザー・ロールを確認し、必要

に応じてTCC環境ファイルを修正して、再度TCCにログインします。

402

問題: 現在このTaleoゾーンはメンテナンス中、たとえばTaleoで更新または移行を実行中です（例: SP、EP、バージョ

ン）。

ソリューション: Taleoの更新または移行が完了するまでお待ちください。

403

問題: 許可されていないアクセス。ユーザーにはこの製品にアクセスする適切な権限がありません。非同期化でも発生す

ることがあります。

ソリューション: Taleoゾーンに接続するためのユーザー名、パスワード、ロール、通信プロトコルが有効か確認してくださ

い。

404

問題: TCCのデータ・モデルに、Taleoゾーンのバージョン（例: 7.0）よりも上のバージョン（例: 7.5）を選択しました。

ソリューション: TCCをクローズし、Taleoゾーンに対応するデータ・モデルのバージョンを使用してもう一度ログインしてくだ

さい。

407

問題: プロキシ認証エラーです。

ソリューション: taleoconnectclient.iniファイルのプロキシ情報を確認してください（ユーザー・ガイドを参照）。

500

問題: 内部サーバー・エラー。ゾーンが文書を受信しましたが処理できませんでした。通例、文書が無効であることが原

因です。

ソリューション: TCCのインポートまたはエクスポートをもう一度実行してください。
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Taleo製品にアクセスできませんでした

• 問題: ゾーン名が正しくありません（例: stagingzone750.taleo.net）。

ソリューション: TCC接続情報を修正してもう一度TCCにログインしてください。

• 問題: プロトコルHTTPとポート443は有効な組合せではありません。

ソリューション: HTTPSとポート443を選択します。

エンティティがすでに予約されています

• 更新するエンティティ・レコードは現在ユーザーによって編集されています。レコードを更新できないため、一定の遅延

の後にこのエラー・メッセージが返されます。

例:
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message" 
"1","atemplate001","error","jobtemplate.merge",,"The entity is already booked.;"

メモリー不足

• Javaヒープ・サイズ・メモリー管理パラメータ-Xmx<maximum heap size>がtaleoconnectclient.batおよ

びtaleoconnectclient.shスクリプトに追加されています。コマンド・ラインからTCCを起動するときにメモリー不足が

発生する場合は、パラメータ値を増やすか、パラメータがない場合は追加します。
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付録C

互換性

Taleo接続クライアントのTaleo製品との互換性は、同じ参照モデルが使用されている場合、1世代のバージョンアップ

について保証されます。統合ポイントを作成するのに使用される参照モデルが変更された場合、互換性は保証されませ

ん。

アーキテクチャ

Taleo接続クライアント（TCC）は、各Taleo製品に組み込まれているTaleo接続サーバー（TCS）と通信しま

す。TCSでは、統合に使用できる各Taleo製品エンティティについて記述した内部参照モデルを使用します。この参照

モデルはビジネス・エンジンのバージョンに関連付けられており、このビジネス・エンジンには統合で従う必要があるビジネ

ス・ルールが格納されています。参照モデルは自動的に相互互換になるわけではありません。Taleo製品はバージョンご

とに強化および変更されています。ビジネス・ルールはこの強化および変更に適合するように変更されます。

各リリースの統合参照モデルの変更については、次のノートを参照してください。

• 参照: Taleo Enterprise - Taleo Integrationリリース・ノート（MOS、リリース・ノート、メンテナンス・パック、エクスプ

レス・パックおよびインシデント解決履歴の下）

例

バージョン11.X製品の参照モデル11 Xで作成された統合ポイントは、参照モデルが変更されないかぎり、製品がバー

ジョン12 Xにアップグレードされた後も機能します。この場合、互換性は保証されます。

製品およびモデルの互換性

たとえば新しいフィールドを利用するように参照モデルが変更された場合、互換性は保証されません。この場合、統合ポ

イントは必要に応じて再テストおよび変更する必要があります。ビジネス・ルールの変更は統合に最小限ながら影響を

及ぼすことがあります。テストが必要です。
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注意: 7.5参照モデルを使用して作成された統合は、2014年の半ばから後半までで公式サポートは打ち切りとなる予

定です。ただし、正式な発表は完全な互換性サポート停止の12か月前に行われます。これに備えて、現在7.5の統合

スクリプトをゾーンのバージョンに合った最新のデータ・モデル・バージョンにアップグレードするか、少なくともこのアップグレー

ドとそれに続くテストおよび配置に関連する計画アクティビティを開始することをお薦めします。

採用/専門職モデルおよびSmartOrgモデルは7.5以降から大幅に変更されており、詳細について次のガイドを参照する

ことをお薦めします。

• 参照: Taleo Integration移行ガイド（MOS、リリース・ノート、メンテナンス・パック、エクスプレス・パックおよびインシ

デント解決履歴の下）

• 参照: 製品データ辞書（MOS、リリース・ノート、メンテナンス・パック、エクスプレス・パックおよびインシデント解決履

歴の下）

移行

統合の成功はTaleoゾーンのデータ・モデルに左右されるため、統合を新しいデータ・モデル・バージョンに移行およびアッ

プグレードすることにより互換性を維持することが重要です。

このためには、新しいバージョンのTCCへのアップグレード、または単に既存のTCCのインスタンスに対する新しいバージョ

ンのPIPファイルの適用が必要となる場合があります。

移行プロセス

統合スクリプトをアップグレードするには、次のプロセスに従う必要があります。

1. ゾーンに適切な最新バージョンの製品PIPファイルをダウンロードおよびインストールします。

2. TCCインスタンスに対し、PIPのデフォルトの場所にPIPファイルをインストールします。

3. TCCをオープンし、移行ヘルパー・ツールを選択します。

4. 移行ヘルパー・ツールを使用して、インポートまたはエクスポート・ファイルを選択し、既存のモデルから手順1でダウン

ロードしたPIPに対応する新しいモデルにアップグレードします。

5. 移行ヘルパー・ツールからの出力は、*_migration_*.xmlという名前と拡張子の新規ファイルです。この拡張子と場

所を、既存の配置パッケージの要件および設定に対応するように変更します。

移行の際、いくつかのフィールドが移行されないことがありますが、これは新しいモデルに存在しなくなったか、または利用

できないためです。これが発生した場合、プロセスを完了するために手動で移行する必要がある旨の移行の警告がレ

ポートに表示されます。削除または置換が必要なフィールドが明確に示されています。
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