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コアとなる採用製品

Taleo Enterpriseスイートには、コアとなる採用製品がいくつか含まれています。

キャリア・セクションでは、候補者が企業のWebサイトにアクセスし、ジョブを検索して応募できます。このようなキャリア・セ
クションは、社外と社内の両方の候補者が使用できます。組織は、独自の採用プロセスやニーズを満たすために様々な
キャリア・セクションを作成できます。

候補者が応募した後は、採用担当者、HR、要員配置マネージャ、サポート・スタッフおよび採用マネージャを含む専任
または兼任で採用を行うロールによって、採用センターが使用されます。採用センターの多くの機能は、様々なロールの
ユーザーに合うように構成できます。

E共有応答センターとは、社外ユーザーが実際にアプリケーションにログインしなくても利用できるもう1つの方法です。これ
は、オファーや求人のレビューまたは承認のみが必要なユーザーに役立ちます。すべてのアクティビティは、Eメールおよびリ
ンクを使用して実行されます。これらの権限が付与されているユーザーは、採用センターとE共有の両方のユーザーにな
ることができます。

一連のコア製品の最後の1つは、構成モジュールです。ここでは、管理者が設定、権限およびツールを使用して、採用
センターとキャリア・セクションのみでなく他のTaleo製品も構成できます。
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一般的な採用のワークフロー

次に、プロセスで使用されるロールおよび製品を確認しながら、一般的な採用のワークフローを示します。

タスク タスクの説明 ロール 製品

求人の作成 一般的なシナリオでは、採用担当者および採

用マネージャが求人作成プロセスに一緒に取

り組みます。採用センターを使用し、求人を標

準テンプレートから作成するか、新規に作成し

ます。

採用担当者、採用マ

ネージャ

採用センター

求人での質問とコンピテンシの

使用

求人を作成するとき、採用担当者は、理想的

な候補者を探すために質問、スキルおよびプレ

スクリーニング・ツールを使用します。

採用担当者、採用マ

ネージャ

採用センター

求人の承認 HRユーザーは、求人の承認など限られたアク

ティビティのために簡単に設定できます。

HR 採用センターまた

はE共有

ジョブの掲載とソーシング ジョブがいったん承認されると、採用担当者は

企業用キャリア・セクションや求人サイトにジョブ

を掲載し、採用センターの「掲載とソーシング」

から他のソーシング・ツールを使用できます。

採用担当者 採用センター

候補者のオンライン応募 候補者は、Taleo提供のキャリア・セクションにア

クセスし、ジョブにオンラインで応募できます。従

業員もイントラネットからジョブに応募できます。

候補者 キャリア・セクション

候補者の管理 採用担当者は、候補者を表示および管理で

き、上位の候補者の情報を採用マネージャと

共有できます。

採用担当者、採用マ

ネージャ

採用センターまた

はE共有

追加の候補者のソーシング 採用担当者はプロセスのどの時点でも、採用

センターで「拡張検索」を実行して追加の候補

者をソーシングできます。システムの外部でソー

シングされた候補者も簡単に候補者名簿に追

加できます。

採用担当者 採用センター

候補者のスクリーニングとインタ

ビュー

採用担当者は採用マネージャと協力し、適

切な選考ステップを通じて優秀な候補者を絞

り込むことができます。Taleoの柔軟性の高い

ワークフロー・デザイナを使用することで、担当

者独自の採用プロセスをシステム内にミラー化

できます。

採用担当者、採用マ

ネージャ

採用センター

オファーの作成 採用担当者は採用センターを使用して簡単に

オファーを作成できます。HRおよび採用マネー

ジャは、オファーを表示して承認できます。その

後で、採用担当者がオファーを候補者に提示

できます。

採用担当者、HR、採

用マネージャ

採用センター

候補者によるオファーのオンライ

ン表示

候補者がオンラインでオファーを表示および応

答できます。

候補者 キャリア・セクション
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タスク タスクの説明 ロール 製品

候補者の採用 採用担当者は候補者を「採用済」ステータス

に簡単に移動できます。コーディネータは、経

歴または照会先（あるいはその両方）のチェック

を追跡し、最後の採用アクティビティをクローズ

できます。

採用担当者、HR、採

用担当者アシスタント

採用センター、オン

ボーディング/トランジ

ション

確定およびレポート 最後に、採用担当者、HRおよび要員配置マ

ネージャが、「レポート」ツールを使用して、確定

した求人および他の重要なメトリックのレポート

を作成できます。

採用担当者、HR、要

員配置マネージャ

採用センター、レポー

ト
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ログイン

ログインと製品へのアクセス

ユーザーがTaleo Enterpriseソリューションをオープンすると、通常、「ユーザー・サイン・イン」ページが表示されます。

ユーザーは、このサイン・イン・ページでアプリケーションを使用する言語を選択できます。ユーザーが「サイン・イン」ページ
でデフォルト言語を変更すると、ページが新しい言語で表示され、後続のTaleo製品ページがその言語で表示されま
す。言語を選択した後で選択内容をシステムに記憶させ、次回のサイン・イン時に「ユーザー・サイン・イン」ページが選
択言語で表示されるようにすることもできます。

組織内でシングル・サインオン（SSO）が使用可能でない場合、「ユーザー・サイン・イン」ページでユーザー名とパスワード
を入力する必要があります。ユーザー名とパスワードはシステム管理者から提供されます。ユーザーは自分のパスワード
を変更できます。コンサルティング契約(作業範囲記述書(SOW)が必要)によりSSOが構成された場合、「サイン・イン」
ページは表示されず、構成されたデフォルト言語が使用されます。

ユーザーの認証情報が受理されると、ウェルカム・センターまたは目次ページが表示されます。使用できるTaleo製品
は、組織が購入した製品と、ユーザーのユーザー・タイプおよび権限によって異なります。ユーザーの権限で表示できるの
がTaleo製品1つのみであり、「ウェルカム・センターの表示」設定が「はい」に設定されている場合は、製品が直接表示さ
れます。

Taleoアプリケーションへのアクセス

前提条件

システム管理者からユーザー名とパスワードを受領済である必要があります。

ステップ

1. アプリケーションを使用する言語を選択します。

2. ユーザー名とパスワードを入力します。

3. 「サイン・イン」をクリックします。

「パスワードを忘れた場合」リンクの使用

現在のパスワードを忘れた場合、いくつかの方法で新しいパスワードを作成できます。

パスワードを回復する2つの主な方法は、アクセス・コードとセキュリティのための質問です。

アクセス・コードによる方法では、ユーザーは、ユーザー名とEメール・アドレスの入力を求められます。その後、アクセス・
コードを含むEメールがユーザーに送信され、新しいパスワードを入力するよう求められます。

セキュリティのための質問による方法では、ユーザーは、事前に回答したセキュリティのための質問（1～3問）への回答を
求められます。回答が正しい場合、ユーザーは新しいパスワードを入力するよう求められます。

パスワードを忘れた場合の他の方法としては、アクセス・コードとセキュリティのための質問を組み合せる方法や、組織の
システム管理者に問い合せる方法があります。

ウェルカム・センター

ウェルカム・センターは、ユーザーがログインした直後に表示されるホーム・ページで、Taleo製品へのワンクリック・アクセス
を提供します。
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ウェルカム・センターには、補助ナビゲーション・バー、コア・ナビゲーション・バー、「クイック・アクセス」パネルおよび「中央」パ
ネルがあります。

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

• コア・ナビゲーション・バーは、Taleo製品へのダイレクト・リンクを提供する一連のタブで
す。Performance、Recruiting、Compensation、Oracle Business Intelligence、Learn、Configuration製品のう
ち、一部またはすべての製品のタブが表示されます。

• 「クイック・アクセス」パネルは、コア・ナビゲーション・バーと同じ製品への別の"ワンクリック"アクセスを提供し、製品内
のモジュール(レガシー・オンボーディング、オンボーディング(トランジション)、スケジューリング・センター、ソーシャル・ソー
シングなど)も選択できます。

• 顧客は、組織内のすべてのTaleo製品ユーザーにとって興味深い情報を作成し、「中央」パネルに表示できます。ま
たは、個別の情報セットを作成し、構成プロファイルにそれぞれの情報セットを関連付けることもできます。

ウェルカム・センターが使用可能になっている場合は、目次ページのかわりに使用されます。
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ヘルプの利用

オンライン・ヘルプ

採用センターには、概念や実行するタスクに関する総合的なヘルプが用意されています。

オンライン・ヘルプは、すべてのページの右側のサポート・ツール・パネルに含まれる「ヘルプ」タブにあります。「ヘルプ」タブを
クリックすると、使用可能なヘルプ・トピックの目次が表示されます。ヘルプ・データベースを検索して、特定の情報を探す
こともできます。

 

 

オンライン・クリップ

採用センターには、重要なユーザー・インタフェース・エレメントを説明する短いクリップが用意されています。

これらのオンライン・クリップは、アプリケーションのデザイン、ナビゲーションおよび特定の機能の基本情報を説明します。
各クリップは長さが1分以内で、ユーザーが製品の使用方法をすばやく習得できるよう支援します。

オンライン・クリップが有効になっている場合、すべてのページの右側のサポート・ツール・パネルに含まれる「クリップ」タブで
使用できます。

 

 

デフォルトでは、オンライン・クリップが製品に付属しています。Taleoには、顧客に予告することなく新しいオンライン・クリッ
プの追加、既存のクリップの変更、またはクリップの削除を随時行う権利があります。これらのオンライン・クリップが含まれ
るタブは構成できます。組織がタブの無効化を選択したり、タブの内容をエンド・ユーザー向けの代替学習教材にリンク
する独自のもので置き換えたりできます。

通信チャネル

通信チャネルによって、採用センターのユーザーに有用な情報を表示できます。

通信チャネルは、ホーム・ページの右側にあるサポート・ツール・パネルの「通信」タブで使用できます。デフォルトで用意さ
れている通信チャネルは3つのセクションで構成され、各セクションが展開/縮小可能です。

• サポート: Oracleサポートに連絡するための情報が表示されます。

• 文書センター: 「文書」リンクが表示され、最新のリリース・ノートなどのサポート情報にアクセスできます。

• リソース・センター: 「リソース・センター」リンクが表示され、採用サイクル、記事、調査情報など、様々な情報にアクセ
スできます。
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Oracleサポート

「サポート」リンクを使用すると、My Oracle Supportにアクセスできます。

「サポート」リンクは、アプリケーションのすべてのページの補助ナビゲーション・バーにあります(システム管理者が使用可能
にした場合)。

ヒント

ヒントは、ボタン、リンク、表のセル見出しまたはアイコンにマウスを重ねたとき（クリックしない）に表示される短い説明のテ
キストです。

ヒントはシステム全体で利用でき、アクションを実行する前にヒントによって情報を得られます。ツールチップが提供される
のは、ボタン、リンク、アイコンおよび表のヘッダー・セルです。これらのヒントは構成できません。ただし、スクリーニング・サー
ビスでは、一部のタイプのユーザー定義フィールドについてシステム管理者がヒントを作成できます。

「リリース・ノート」メッセージ

ユーザーが製品にログインしたときに、新規リリース情報、システム改善、重要なメッセージなどの情報を含むポップアッ
プ・メッセージを表示できます。

ログイン後に、ユーザーは「今後はこのメッセージを表示しないオプションを選択して「リリース・ノート」メッセージをオフ
にできます。それ以降は、新しいリリース情報またはその他の重要な情報が提供された場合や、ユーザーがブラウザ
のCookieを消去した場合にのみ、メッセージが再表示されます。

製品にかかわらず、同じ「リリース・ノート」メッセージがユーザーに表示されます。
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「リリース・ノート」メッセージの非アクティブ化

前提条件

「リリース・ノート」メッセージが有効になっている必要があります。

ステップ

1. 製品にログインします。

2. 「リリース・ノート」ページで、「今後はこのメッセージを表示しない」オプションを選択します。

結果

新しいリリース情報またはその他の重要な情報が提供されるまで、「リリース・ノート」メッセージが表示されなくなりま
す。新しいリリース情報が提供される前に再度リリース・ノート情報を表示するには、ブラウザのCookieを削除します。
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ナビゲーション・ツールとページのレイアウト

補助ナビゲーション・バー

補助ナビゲーション・バーは、ページの右上にあるバーです。

補助ナビゲーション・バーは、使用可能な場合は常にユーザーに表示され、ユーザーが使用できます。

 

 

補助ナビゲーション・バーには次の項目が含まれます（使用可能になっており、ユーザーにアクセス権が付与されている場
合）。

項目 説明

ホーム
• 複数のTaleo製品へのアクセス権を持っている場合は、「ホーム」をクリックすると、ウェルカム・セン

ターが表示されます。

• 採用へのアクセス権のみを持っている場合は、「ホーム」をクリックすると、採用センターのホーム・

ページが表示されます。

リソース 次のエレメントが含まれます。

• 自分の設定: 個人プリファレンスにアクセスします。

• トレーニング: オンライン・トレーニング教材にアクセスします。

• eLearning: eLearning教材にアクセスします。

• サポート: Oracleサポートにアクセスします。

• ヘルプ: オンライン・ヘルプにアクセスします。

• バージョン情報: Oracleサポートへの連絡が必要なときに、サポートに提供する必要があるバー

ジョン番号やビルド番号などの製品に関する情報です。

タレント・グリッド ソリューション・エクスチェンジおよびナレッジ・エクスチェンジにアクセスします。

サイン・アウト セッションを終了します。すべてのTaleo製品から自動的にサイン・アウトされます。

コア・ナビゲーション・バー

採用センターのコア・ナビゲーション・バーから、特定の採用機能にアクセスできます。

コア・ナビゲーション・バーは、中央パネルのすぐ上にあります。コア・ナビゲーション・バーは、使用可能な場合は常にユー
ザーに表示され、ユーザーが使用できます。

 

 

コア・ナビゲーション・バーには次のエレメントが含まれます（使用可能になっておりユーザーにアクセス権が付与されている
場合）。
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エレメント 説明

組織に複数のTaleo製品がある場合は、ホーム・アイコンをクリックすると、ウェルカム・センターが表示

されます。組織に採用以外のTaleo製品がない場合は、ホーム・アイコンをクリックすると、採用セン

ターが表示されます。

矢印をクリックすると、Taleo製品と製品内の特定のモジュールへのダイレクト・リンクが表示されます。

採用 採用センターのメイン・ページにアクセスします。

タスク タスク・リストにアクセスします。

求人 求人リストにアクセスします。

候補者 候補者リストにアクセスします。

オファー オファー・リストにアクセスします。

レポート 以前に生成されたレポートや生成可能なレポートにアクセスします。

ライブラリ 求人テンプレート、質問、不適格者チェック質問、コンピテンシ、評価カテゴリ、評価質問、評価スキ

ル、評価質問リストにアクセスします。

採用センターのアイコン

アイコン 説明

前のページを表示します。

10ページ単位で前に移動します。

次のページを表示します。

10ページ単位で次に移動します。

ユーザーが所有している、表示する必要がある項目を示します。

新しい項目または変更された項目を示します。

不適格者チェック質問機能が使用可能であることを示します。

ACE候補者アイコン。すべての必須条件に適合する上位候補者を識別します。

求人のOLF構造が一致しないことを示します。

候補者の採用が検討されているすべてのポジションの他の求人に対する候補者の最新の進捗ス
テータスを示します。

候補者が少なくとも1件の選考プロセスの対象であることを示します。

ファイルが添付されていることを示します。

候補者が社内の要員である（すでに組織で働いている）ことを示します。



15 · Recruiting User Guide

アイコン 説明

候補者がエージェントまたは同僚によって紹介されたことを示します。

候補者が選考プロセスの新規対象であることを示します。

求人に応募した候補者の数を示します。

登録済の個人ファイルを示します。「登録済の個人」アイコンは、ゴースト・アイコンとも呼ばれます。
登録済の個人が作成されるのは次のような場合です。

• 候補者がキャリア・セクションでユーザー名とパスワードを作成してすぐにサイン・アウトします。この
候補者は「識別がありません」と表示されます。

• 候補者がキャリア・セクションでユーザー名とパスワードを作成し、応募フローで情報を提供するか
わりに、自分のアカウントのオプションを使用して個人情報の一部を提供します。

• 不明な候補者を紹介にします。

• 紹介による候補者が、紹介されたジョブに応募するためのアクションを完了していません。

• SSO IDを持つユーザーがSSO内のキャリア・セクションにアクセスしますが、候補者アカウントがあ
りません。

• キャリア・セクションのプレビュー機能を使用するときにSSLのセキュリティ設定が有効な場合、ユー
ザーがキャリア・セクションに自動的にサイン・インします。ユーザーの候補者プロファイルがない場
合、システムで作成されます。

「登録済の個人」アイコンを削除するには:

• 候補者にキャリア・セクションから一般プロファイル応募フローを完了してもらいます。または

• 候補者にキャリア・セクションからジョブ特定応募フローを完了してもらいます。または

• 採用センターで候補者を登録します。

ジョブ掲載通知を受信した候補者の数を示します。

採用担当者/採用マネージャが早急に対応する必要がある求人を示します。

ユーザーが求人を掲載できないようにします。

その求人に対して日次採用レポート機能がアクティブ化されていることを示します。

リスト形式の構成。

オンライン・ヘルプ。

クリップ。

コメントを示します。

印刷機能。

フィルタリング・セクション。

フォルダ管理セクション。

タレント・プール・セクション

カレンダ。
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アイコン 説明

コメントを追加します。

フォルダ内のファイル。

同様の候補者を検索します。

候補者を照合します。

候補者ファイルをマージします。

候補者に関する情報を共有します。

エージェントによって紹介された候補者。

求人用診断ツール。

求人を複製します。

求人をテンプレートとして保存します。

求人に基づく検索問合せを作成します。

求人を削除します。

候補者のステータスを次の適切なステータスに変更します。

候補者のステータスを「不採用済」に変更します。

候補者のステータスを「検討中」に変更します。

候補者の進捗ステータス - 新規

候補者の進捗ステータス - レビュー済

 候補者の進捗ステータス - 一次インタビュー、二次インタビュー、三次インタビュー

候補者の進捗ステータス - テスト

候補者の進捗ステータス - オファー

候補者の進捗ステータス - 採用済

候補者の進捗ステータス - パイプライン

候補者の進捗ステータス - 連絡先
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ユーザー・インタフェース・エレメント

ユーザーに付与された権限と採用センターの構成に応じて、次のエレメントを表示できます。

エレメント 説明

補助ナビゲーション・バー 補助ナビゲーション・バーは、ページの右上にあります。これには次のエレメントが含まれる（使用可

能で、アクセス権がユーザーに付与されている場合）。

• ホーム

• リソース(自分の設定、トレーニング、eLearning、サポート、バージョン情報)

• タレント・グリッド(ソリューション・エクスチェンジ、ナレッジ・エクスチェンジ)

• サイン・アウト

コア・ナビゲーション・バー 採用センターのコア・ナビゲーション・バーから、特定の採用機能にアクセスできます。これには次の

エレメントが含まれる（使用可能で、アクセス権がユーザーに付与されている場合）。

•

• 「採用」

• タスク

• 求人

• 候補者

• オファー

• ライブラリ（テンプレート、質問、不適格者チェック質問、コンピテンシ、評価カテゴリ、評価質

問、評価質問リスト）

自分の設定 自分の設定機能は、補助ナビゲーション・バーの「リソース」から使用できます。ユーザーの個人プリ

ファレンスにアクセスできます。

トレーニング 「トレーニング」リンクは、補助ナビゲーション・バーの「リソース」から使用できます。オンライン・トレー

ニング教材にアクセスできます。

eLearning 「eLearning」リンクは、補助ナビゲーション・バーの「リソース」から使用できます。eLearning教材に

アクセスできます。

バージョン情報 「バージョン情報」リンクは、補助ナビゲーション・バーの「リソース」から使用できます。Oracleサポー

トに連絡するときにOracleサポートに提供する必要があるバージョン番号やビルド番号などの製品

に関する情報を提供します。

Webサポート 「Webサポート」リンクは、補助ナビゲーション・バーの「リソース」から使用できます。My Oracle

Supportにアクセスできます。このリンクは、権限があるWebサポート・ユーザーであるユーザーのみに

有効です。

タレント・グリッド 「タレント・グリッド」リンクは、補助ナビゲーション・バーで使用できます。ソリューション・エクスチェン

ジ・ツール、ナレッジ・エクスチェンジ・ツールに直接アクセスできます。

検索ウィジェット ユーザーが候補者のクリック検索、特定の候補者の検索および求人のクイック検索を実行できる

検索ツール。

拡張検索 「拡張検索」リンクは、ページの右上隅の検索ウィジェットのすぐ横にあります。ユーザーは、クイック

検索機能とは異なる条件を使用して候補者を検索できます。
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エレメント 説明

検索問合せ 「検索問合せ」リンクは、ページの右上隅の検索ウィジェットのすぐ横にあります。検索問合せは、

繰り返し使用するために保存される候補者の拡張検索であり、他のユーザーと共有される可能

性があります。

センター・ステージ センター・ステージは、ユーザーが採用センターにログインしたときに中央パネルに表示されるもので

す。

通信チャネル 通信チャネルは、ユーザーが採用センターにログインしたときに、役に立つ情報を表示します。通信

チャネルは、右側のサポート・ツール・パネルにある「通信」タブに表示されます。

オンライン・クリップ 重要なユーザー・インタフェース・エレメントを説明する短いクリップ。これらのツアーは、使用可能に

なっている場合は右側のサポート・ツール・パネルの「クリップ」タブで利用できます。

オンライン・ヘルプ 概念や実行するタスクに関する総合的なヘルプ。ヘルプは、右側のサポート・ツール・パネルにある

「ヘルプ」タブに表示されます。

色のテーマ Taleo製品内でコア・ナビゲーション・バー（ナビゲーション・リボン）をハイライトするために使用される

色。

選択した項目の色 ユーザー・インタフェースのエレメントの選択時に表示される色です。

センター・ステージ(採用ホーム・ページ)

センター・ステージは、ユーザーが採用センターに初めてログインするときに中央パネルに表示されます。

センター・ステージからは、主要な情報を表示することも、基盤となるアプリケーションにジャンプしてより複雑なアクションを
実行することもできます。たとえば、センター・ステージには、タスク・リスト、求人を作成または候補者を表示するためのリ
ンク、求人、候補者またはオファーに関する概要情報を提供するチャネルなどのエレメントを含めることができます。

センター・ステージは、特定のニーズまたはユーザーに合うようにカスタマイズできます。センター・ステージが作成および構
成されると、構成プロファイルに関連付けられます。1つの構成プロファイルがユーザー・アカウントに割り当てられます。した
がって、「採用」にログインするユーザーに応じて、ホーム・ページの中央パネルに表示される情報は異なります。

アプリケーションでは3つのデフォルト・センター・ステージが提供されます。

• 採用担当者

• 採用マネージャ

• パート・マネージャ

システム管理者は、これらのデフォルトのセンター・ステージを編集でき、新規センター・ステージを新規に作成すること
も、既存のセンター・ステージを複製することもできます。センター・ステージに対する変更は、次にユーザーがそのセン
ター・ステージ・ログインを使用していずれかの構成プロファイルにリンクしたときに適用されます。

センター・ステージには、チャネル、リンクおよびリストが含まれることがあります。

チャネルには、ユーザーのアクティビティに関するステータス指向のデータが表示されます。チャネル上のリンクから、ユー
ザーは求人、候補者、ジョブ・オファーなどの情報にアクセスできます。次のチャネルが表示されることがあります。

• 候補者

• オファー

• レガシー・オンボーディング

• 求人

• タスク

• 新規採用

• 事前採用
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チャネルには、エレメントのリストおよび各エレメントに関連付けられている項目数が常に含まれます。リスト上のエレメント
はクリック可能で、候補者リストや求人リストなど、アプリケーションのより詳細な領域にユーザーを移動します。リスト上の
エレメントは、「求人の情報の表示」フィルタで選択した値にも依存します。

次の2つの列に表示される数字の意味は、次のとおりです。

• 列に表示される数値は、（ユーザー・グループではなく）ユーザーに固有の値です。これは、新しい項目や、最後

に確認した後に他のユーザーによって更新された項目の数を表します。たとえば、求人を承認すると、新しいタスクが
自分の「ソーシング準備完了」タスクに追加され、「ソーシング準備完了」エレメントのこの列の数値が1つ増加しま
す。

• 「合計」列の数値は、新規、表示済および更新済の項目の合計数を表します。たとえば、「表示」リストで自分の
ユーザー名を選択し、「タスク」チャネルに「ソーシング準備完了」が表示されている場合、「合計」列の数値は、ソー
シング準備が完了した自分の求人の合計数を表します。

チャネルは、ログインの直後、"求人の情報の表示"フィルタを選択したとき、ユーザーがセンター・ステージに戻るたび、ま
たはリフレッシュ・アイコン をクリックしたときに更新されます。

リンクをクリックすると、アプリケーションの別の部分にリダイレクトされます。次のリンクを使用できます。

• 求人の作成

• レガシー・オンボーディング・プロセス

• 候補者の検索

• 候補者の表示

• 求人の表示

• オンボーディング(トランジション)

センター・ステージでミニ求人リストを使用できる場合があります。ミニ求人リストでは、ユーザーは標準求人リスト・ページ
に移動せずに、ホーム・ページから候補者リストに直接アクセスできます。このミニ求人リストには、各求人に関する要約
情報（候補者数など）の列を4つまで含めることができます。また、最大30件の求人（最新の応募アクティビティを含む求
人）を表示できます。パート・マネージャのセンター・ステージでは、このミニ求人リストがデフォルトで使用されます。

センター・ステージには、ユーザーがすべてのチャネルを最新の数値で更新できる「リフレッシュ」ボタンが表示されます。「リ
フレッシュ」ボタンは、動的コンテンツでリフレッシュする必要のあるチャネルがセンター・ステージにある場合にのみ表示され
ます。たとえば、センター・ステージにリンクのみ表示されている場合、「リフレッシュ」ボタンは表示されません。

センター・ステージの情報は次のように表示できます。

• 1列: チャネル、リンクおよびリストが1列に表示されます。

• 2列: チャネル、リンクおよびリストが2列に表示されます。システム管理者は、各加重が表示される列と順序を選択
できます。

• 2列(ヘッダーあり): チャネル、リンクおよびリストは、システム管理者がウィジェットを配置するときに指定したとおりに、
ヘッダーまたは2列のうちの1つに表示されます。

色のテーマ

テーマは、Taleo Enterprise製品のコア・ナビゲーション・バーをハイライトするために使用される色です。

Skyrosテーマ

Taleo Enterprise製品で、Oracle Fusion Skyrosテーマを使用できます。Skyrosテーマは、新しいお客様向けのデ
フォルトのテーマです。既存のお客様は現在使用中のテーマを保持できますが、製品設定の中でデフォルト・テーマ
をSkyrosに変更できます。

Skyrosテーマでは、青色のヘッダーが使用されます。ヘッダーが青色のため、組織ロゴの背景が白色の場合はこのテーマ
を使用しないことをお薦めします。
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Skyrosテーマと「組織ロゴのオーバーレイ」製品設定を併用できます。この設定は、Skyrosテーマと併用した場合のみに
有効です。この設定は、ロゴをダウンロードするために使用されます。この設定では、背景が透明なロゴを使用する必要
があります。透明なPNGがサポートされており、これをお薦めします。イメージのサイズは、280 x 40ピクセルを超えることは
できません。

最高のユーザー体験を提供するには、Skyrosテーマと併用されるロゴは、透明の背景に淡色の文字（白が望ましい）の
ものにする必要があります。

設定 移行時のデフォルト値 新規ゾーンのデフォルト値 場所

組織ロゴのオーバーレイ OverlayCompanyLogo.png OverlayCompanyLogo.png 「構成」 > [一般構成]設定

デフォルト・テーマ 現在 Skyros 「構成」 > [一般構成]設定

その他のテーマ

次の色のテーマが用意されています。

Taleo（デフォルト） アクア 砂

氷 銀色 Skyros

デフォルト・テーマは、システム管理者が選択します。ただし、採用センターのユーザーは、このデフォルト・テーマを各自の
ユーザー・プリファレンス（「自分の設定」 > 「プリファレンス」タブ）で変更できます。

選択した項目の色

ユーザー・インタフェースのエレメントの選択時に表示される色です。

次の色が用意されています。

• 緑

• 淡い青（デフォルト）

• 黄色

• 青(反転)

• 濃(反転)
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デフォルト色は、システム管理者が選択します。ただし、採用センターのユーザーは、このデフォルト色を各自のユーザー・
プリファレンス（「自分の設定」 > 「プリファレンス」タブ）で変更できます。

「濃(反転)」色は、目が不自由なユーザーのためのハイ・コントラスト・カラー・スキームです。

コールアウト

コールアウトは、エレメントに関する情報を含む小さいウィンドウまたはバブルです。

コールアウトは、アプリケーション全体で使用できます。コールアウトに含まれている情報を表示するには、エレメントの上
にポインタを置く必要があります。

コールアウトを構成する必要はありません。 ユーザーが権限に基づく特定の領域へのアクセス権を持っている場合、その
領域にコールアウトがあるときは、ユーザーはコールアウトを表示できます。 ユーザーの権限とコールアウトの動作に基づ
いて表示できない内容がある場合、フィールド・ラベルは表示されますが、フィールドは空白になります。 たとえば、ユー
ザーが社内候補者を表示する権限を持っていない場合、ユーザーはコールアウトにアクセスできますが、社内候補者の
名前は空白で表示されます。

コールアウト コールアウトに表

示されるフィールド

コールアウトの使用場所 セキュリティ・レベル/フィー

ルドの使用可能性の影響

出席者コールアウト 名、姓、自宅電話、携帯

電話番号、勤務先電話番

号、Eメール

面接ウィザードのスケジュール

内。

なし

CSWコールアウト ステップ名、ステップ情報 求人を特定した候補者リスト

の「ステップとステータスの変更」

画面。

なし

求人コールアウト - 小 求人タイトル（ファイルへのハイ

パーリンク付き）、求人ID、アク

ティブ化された言語、アクティブ

化された機能（例: ACEアラー

ト、日次採用レポート、急募、

掲載不可にする）

求人リストとタスク・リスト（「求

人」列内）。セキュリティ上の理

由のため、このコールアウトは、

タスク・リストの求人コールアウ

トで表示されます。ただし、ス

テータスが「求人の承認」また

は「オファーの承認」であるユー

ザーのすべてのタスクに対する

求人にはアクセスできません。

ユーザーは、「承認」画面から

求人のPDFを表示できます。

なし

求人コールアウト - 大 求人タイトル（求人ファイル

へのハイパーリンク付き）、求

人ID、ステータス、採用担当

者、ステータス詳細、採用マ

ネージャ、プライマリ場所、求人

タイプ、採用された候補者、同

意されたオファー、アクティブ化

された言語、アクティブ化された

機能（例: ACEアラート、日次

採用レポート、急募、掲載不

可にする）、部門

候補者と求人を照合ウィザー

ドの求人セレクタ内、オファー・

リスト内（「求人」列内）、候補

者の「ジョブ応募」ページの求

人タイトル内、候補者のすべ

てのタブの求人タイトル内（求

人がグループ化されている場

合）。

なし



スタート・ガイド · 22

コールアウト コールアウトに表

示されるフィールド

コールアウトの使用場所 セキュリティ・レベル/フィー

ルドの使用可能性の影響

候補者コールアウト 候補者名（ファイルへのハイ

パーリンク付き）、自宅電話、

携帯電話番号、勤務先電話

番号、Eメール

タスク・リスト（「求人」列内）、

オファー・リスト内（「求人」列

内）、検索結果リスト内、求人

を特定した候補者リスト内、候

補者リスト内、候補者の提出

リスト内。

フィールドのセキュリティ・レベル

の権限と使用可能性が考慮さ

れます。

候補者コメント・コールアウト コメントの内容。 候補者ファイルの「履歴」タブ。 なし

求人コメント・コールアウト コメントの内容。 求人ファイルの「履歴」タブ。 なし

タスク・コールアウト タスク名（ファイルへのハイパーリ

ンク付き）、タスク・タイプ、割当

日、所有者

タスク・リスト内（「タスク」列

内）。

なし

タスク・コメント・コールアウト コメントの内容。 タスク・リスト内（「コメント」列

内）。

なし

提出アクティブ/非アクティブ・

コールアウト

求人タイトル（ファイルへのハ

イパーリンク付き）、ステップ/ス

テータス、コメント

候補者ファイルの候補者カード

内。

求人タイトル表示権限は無視

され、ユーザーが確認できる提

出のみが表示されます。

リスト形式コールアウト リスト形式情報 求人リスト内、ミニ求人リスト

内、求人を特定した候補者リ

スト内、求人別全候補者リス

ト内、フォルダ別全候補者リス

ト内、オファー別全候補者リス

ト内、クイック検索結果リスト

内、拡張検索結果リスト内、

自動的にプールされた候補者

の候補者登録/複製可能リス

ト内。

なし

メッセージ・テンプレート・コール

アウト

メッセージ・タイトル、情報、構

造

連絡事項送信ウィザード内

（メッセージ・テンプレートを選

択した場合）。

なし

メッセージ段落コールアウト 段落タイトル、段落本文のプ

レビュー（アクティブな言語で表

示）

連絡事項の送信ウィザード内

（選択したメッセージ・テンプ

レートに多数の段落が含まれ

る場合）。

なし

グループ・コールアウト ユーザー名、従業員ID、ジョ

ブ・タイトル、Eメール、部門

求人リスト内、候補者リスト

内、オファー・リスト内。

なし

候補者作成コールアウト ジョブを特定した提出の場合:

選択した言語、選択した求人

一般的なプロファイルの場合:

選択した言語、フォルダの場所

と名前。

候補者作成ウィザード内。 なし

候補者作成フローの摘要コー

ルアウト

候補者作成フローのタイトルと

摘要

候補者の作成ウィザード内（候

補者ファイル作成テンプレート

の選択時）。

なし
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コールアウト コールアウトに表

示されるフィールド

コールアウトの使用場所 セキュリティ・レベル/フィー

ルドの使用可能性の影響

最新進捗ステータス・コールア

ウト

求人タイトル（ユーザーが必要

な権限を持っている場合はファ

イルへのハイパーリンク付き）、

求人ID、ステータス、そのステー

タスに移動した日付

候補者リスト内、「最新の進

捗ステータス」列内。

ユーザーが最新の求人を表示

する権限を持っていない場合

は、求人に対するハイパーリン

クは使用できません。

不適格者チェック質問の説明

コールアウト

不適格者チェック質問の説明

タイトル、不適格者チェック質

問のコメント

不適格者チェック質問ライブラ

リ内（詳細モード）、求人ファイ

ル内および候補者の提出内。

なし

ユーザー情報コールアウト 名、姓、（ユーザーの）タイト

ル、（ユーザーの）ID、Eメール・

アドレス、勤務先電話番号、

内線番号、FAX番号

候補者の共有ウィザード、承

認の要求ウィザードおよび協力

の依頼ウィザードで使用できる

ユーザー・セレクタ内。

なし

求人テンプレート・コールアウト 求人テンプレートのタイトル、

ジョブ・コード、ステータス、求

人タイプ、ユーザー・グループ、

ユーザー・グループ、採用担当

者

求人ファイル用のテンプレート

選択時の求人テンプレート・セ

レクタ内。

なし

求人テンプレート・リスト・コール

アウト

求人テンプレートのタイトル、ア

クティブ化された言語

求人テンプレート・ライブラリ

内。

なし

添付コールアウト 候補者名、ジョブ特定の添

付、その他の添付

候補者リスト内。 ユーザーがこのコールアウトを表

示するには、「「添付」タブにア

クセス」権限が必要です。

プライマリ場所コールアウト プライマリ場所、都道府県、地

域、住所、市区町村、郵便番

号

求人テンプレートの左ペイン

内。

なし

スクリーニング摘要コールアウト スクリーニング摘要 ジョブ応募の「スクリーニング」ブ

ロック。

なし

セレクタでの自動提示

大規模な値リストがあるセレクタでは、自動提示機能を使用できます。

項目数の多いセレクタに文字を入力すると、ドロップダウン・リストが表示され、入力された値に関連する値が提示され、
できるだけ多くのエントリが取得されます。

2文字を入力すると検索トリガーが動作を開始します。入力した2文字で始まる一致する値のリストが表示されます。
たとえば、Bishop Universityを検索する場合、"bi"または"un"と入力すると、Bishop Universityが一致します。ただ
し、"shop"と入力した場合、Bishop Universityは表示されません。

リストは、入力する文字数が増えるにつれて短くなります。一致は、ユーザーの検索対象の検索確率を向上させるため
に、包含検索に基づいて実行されます。候補リストには、10個のエレメントが表示されます。10個を超えるエレメントがあ
る場合は、「その他」オプションが使用可能になります。「その他」をクリックすると、セレクタがオープンし、フィルタ処理され
たデータが表示さます。適切なエントリが見つかったら、リストから選択します。

関連する値の選択スピードを上げるため、「組織」、「場所」および「ジョブ」の各フィールドでは、自動提示は、1つの自動
提示フィールドを使用する構造階層全体で動作します。自動提示機能に加え、ユーザーは、いつでもフィールドの右端
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の検索アイコンを使用してフル検索ブラウザをオープンし、検索対象の値を見つけることができます。たとえば、プライマリ
場所を検索するためにcaと入力した場合、自動提示機能による提示は次のようになる可能性があります。

• カナダ

• カナダ > ブリティッシュコロンビア

• カナダ > ヌナブト

• カナダ > オンタリオ

• カナダ > オンタリオ > オタワ

• カナダ > オンタリオ > トロント

別の例として、トロントのような明確な用語を使用した場合、自動提示機能は、カナダ > オンタリオ > トロントのみを提
示する可能性があります。

大文字とアクセント付き文字は無視されます。例: é = e、C = c。したがって、Écoleを検索するには、Écoleま
たはEcoleと入力します。

次の特殊文字がサポートされます。&、-および'。それ以外のすべての特殊文字は無視されます。

場合によっては100,000個を超える値を含む従業員や組織などの非常に大きなリストでは、結果セットに適用されるフィ
ルタがユーザーの権限に基づいているため、多少の遅延が発生することがあります。最近作成されたエレメントや変更さ
れたエレメントは、数分以内に検索されます。

次の表に、自動提示機能が有効な場合にセレクタに表示される内容を示します。

リスト 内容

ユーザー（採用担当者、採用マネージャ、協力者、受信者な

ど）

姓名（アルファベット順でソート）。

ユーザー・グループ グループの摘要（アルファベット順でソート）。

ジョブ・ロール、ポジション、部門 コードと名前（アルファベット順でソート）。

求人テンプレート コードとタイトル（アルファベット順でソート）。

候補者選考ワークフロー アルファベット順にソートされた名前。

組織、場所、ジョブ・フィールド 名前（SmartOrgで定義された順序でソート）。

雇用主、機関、プログラム、資格 アルファベット順にソートされた摘要。

メッセージ・テンプレート アルファベット順にソートされた名前。

タイム・ゾーン アルファベット順にソートされた摘要。

求人 番号とタイトル（アルファベット順でソート）。

Eメール アルファベット順にソートされた名前。

大量のユーザー定義の選択 コードと摘要（アルファベット順でソート）。ノート: コードと摘要の

表示に対する構成は、自動提示機能には影響しません。

要注意項目アイコン

要注意項目アイコン は、候補者リストと求人リストに表示され、ユーザーが所有している項目で確認する必要があ

る項目を示します。



25 · Recruiting User Guide

このアイコンは、エレメントの所有者のみに対して表示されます。求人を作成したユーザーが求人の所有者とみなされ
ます。ただし、求人を作成するときに、「採用担当者」、「採用担当者アシスタント」、「採用マネージャ」、「採用マネー
ジャ・アシスタント」の各フィールドに入力することで、求人に対して他の所有者を指定できます。

このアイコンは、次に該当する場合に削除されます。

• 要注意項目アイコン付きの項目がオープンされた。

• ユーザーが、リスト・ビューで項目に対して何かのアクションを行った（項目のオープンなし）。

画面解像度

ページ・レイアウト用にお薦めする画面解像度は、1024 x 768です。

右または左ペインの表示/非表示を切り替えるには、該当するペインで使用可能な をクリックします。
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自分の設定と個人プリファレンス

自分の個人プリファレンス

採用センターのユーザーは、アプリケーションの特定のエレメントを個人プリファレンスに従って設定できます。

ユーザーが設定できる個人プリファレンスは、個人情報、連絡先情報(住所、Eメール)、パスワード、タスクを委任できる
個人、常連協力者、常連承認者、表示プリファレンスなどです。また、ユーザーはシステム管理者が以前に構成したオ
プションを個人プリファレンスに合うように上書きできます。

個人プリファレンスは、補助ナビゲーション・バーの「リソース」リンクの「自分の設定」で設定します。変更できるオプション
のリストを確認するには、「個人プリファレンス・オプション」を参照してください。

自分の個人プリファレンスの変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. タブをクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

4. プリファレンスを変更します。詳細は、「個人プリファレンス・オプション」を参照してください。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

個人プリファレンス

次の表に、「自分の設定」でユーザーが変更できるオプションを示します。

エレメント 説明

一般

個人情報
• プリフィクス

• 名

• ミドル・ネーム

• 姓

• サフィクス

• 従業員ID

• タイトル

• 部門名

連絡先
• Eメール・アドレス

• FAX番号

• 勤務先電話番号

• 携帯電話番号

• ポケットベル番号

• 自宅電話番号
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エレメント 説明

住所
• 住所

• 都道府県/州

• 郵便番号

• 国

アカウント
• ユーザー名

• パスワード

• タスク委任

プリファレンス

一般
• 応答センターにアクセスするためのE共有のEメールを使用可能

• 距離の単位

• コミュニケーション言語

• コンテンツ言語

• タイム・ゾーン

• ワークフロー・イベントの通知

• FAX通知

• デフォルト・テーマ

• デフォルト・テキスト・サイズ

• 選択した項目の色

• ユーザー補助機能

検索
• 最終更新日

• 居住地

候補者
• 識別子の内容

• ソート・キー

• 最初のCSWステップの候補者の表示

• 候補者リストのコンテンツ

• 候補者ファイルのアクセス時の操作に表示するタブ

• リストから候補者ファイルにアクセスしたときに表示されるタブ

求人
• デフォルト採用マネージャ

• デフォルト採用担当者

• 求人ファイルの自動入力

• 電子媒体以外で希望する方法

• ライブラリの質問詳細の表示

常連協力者

常連協力者
• 協力者として働くことを頻繁に依頼される個人。

常連承認者

常連承認者
• 求人およびオファーの承認を頻繁に依頼される個人。
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リストとフィルタ

リストの使用

様々なツールを使用して、求人リストおよび候補者リストを管理できます。

リストのフィルタリング: 様々なフィルタを使用して、リストの情報をフィルタリングできます。

• クイック・フィルタ: 選択した基準に応じてリストをフィルタリングします。

• 拡張フィルタ: 広範囲のフィルタ基準セットを使用してリストをフィルタリングします。

• 表示フィルタ: 所有権、コラボレーションまたはステータス基準を使用して、リストをフィルタリングします。

リスト内で直接実行できるアクション: 複数のアクションをリスト内で直接実行できます。求人リスト、求人テンプレート・リ
ストおよび候補者リストでは、コンテキスト依存のアクション・メニューを使用できます。アクションの一覧を表示するには、
ファイルのタイトルの隣の矢印 をクリックします。「リスト内で直接実行できるアクション」を参照してください。

列のソート: リストの列は、列見出しをクリックすることでソートできます。ユーザー定義フィールドで構成される列もソート
できます。降順または昇順のソート順序を示す上向きまたは下向きの矢印が列見出しの中に表示されます。

列のドラッグ・アンド・ドロップ: リストの列は、ドラッグ・アンド・ドロップ・アクションを使用してページ上を移動できます。列内
の変更は、ユーザー・セッション中は保持されます。

列幅: リストの列幅は、広げることも狭めることもできます。列内の変更は、ユーザー・セッション中は保持されます。「リス
トの列幅」を参照してください。

テキストの折り返し: テキストは、「候補者レコード識別子」以外のすべての列で折り返されます。

列見出しと行の色: カーソルが列見出しまたは列の行に移動されると、エレメントがライト・ブルーでハイライトされます。エ
レメントをソートするために列見出しをクリックするか、1行以上の行を選択すると、エレメントがダーク・カラーでハイライト
されます。

候補者の数: 求人に応募している候補者の数を示す「候補者の数」列がリストの左側に表示され、候補者リストに簡
単にアクセスできます。

コールアウト: コールアウトは、エレメントに関する情報を含む小さなウィンドウまたはバブルです。コールアウトに含まれてい
る情報を表示するには、エレメントの上にポインタを置く必要があります。「コールアウト」を参照してください。

候補者に対する一括アクション: 次のアクションを、1000個の候補者ファイルに対して一度に実行できます。

• 候補者選考ワークフローのすべてのアクション（移動、ステップとステータスの変更、コメントの追加、等級の入力、元
に戻す、バイパス、候補者の不採用、候補者の辞退、採用など）。

• すべてのキュー・アクションとルート・アクション。

• 削除と復元。

• レガシー・オンボーディング・プロセスの開始と取消。

• 新規採用プロセスや事前採用プロセスなどのオンボーディング(トランジション)プロセスの開始と取消。

• 共有。

• 照合。

共有一括アクションと照合一括アクションは、次の要件に該当する場合は遅延スケジュール・アクションになります。

• 共有アクションでは、（候補者の数）*（受信者の数）>= 10の場合。

• 照合アクションでは、（候補者の数）*（求人の数）>= 10の場合。

アクションが遅延されると、即時実行するための新しいタスクがスケジュールされます。アクションの実行は、スケジューラの
負荷によって決まります。一般的なルールとして、アクションは、タスク作成後数分で実行されます。
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システムによるアクションの処理は、20名のグループ単位で実行され、その20名のグループ内でコミットされます。たとえ
ば、採用担当者が1つの求人に対して21名の候補者を採用することを希望する場合、求人は20名のみに対応可能
であり、システムは最初の20名の候補者を採用してデータをコミットします。21番目の候補者の処理後、システムは失
敗し、応募可能なポジションがないため最後の候補者を採用できないことを採用担当者に通知するメッセージを表示し
ます。採用担当者が最初の20件の採用トランザクションを元に戻す必要がある場合は、手動で実行する必要がありま
す。

連絡事項の送信は、一度に150名に限定されています。印刷アクションでは、最大50個の候補者ファイルと15個の求
人ファイルを一度に印刷できます。

リストに表示される行の最大数: 快適なパフォーマンスを維持するため、リストに表示する結果は、次のように処理されま
す。

返される行の最大数 返される行の最

大数を超えた場

合の結果の表示

すべての行を表

示できない場合

の結果のソート

スクロールバー

の使用可能性

求人リスト 1000 はい（ただし、結果が制

限を超えたことは表示さ

れない）

はい。最後の変更日を

使用したシステム・ソー

トが適用されます。その

後、ユーザーは、1000件

の求人をソートできま

す。

はい

候補者リスト 1000 いいえ（ただし、リストの

フィルタリングを指示する

メッセージが表示される）

いいえ はい

ジョブ特定候補者リスト 1000 いいえ（ただし、リストの

フィルタリングを指示する

メッセージが表示される）

ユーザーはソートを実行

できます。

はい

自動候補者プール・リス

ト

300 はい（ただし、結果が制

限を超えたことは表示さ

れない）

いいえ はい

拡張検索結果リスト 300 はい（ただし、結果が制

限を超えたことは表示さ

れない）

いいえ はい

オファー・リスト 1000 いいえ（ただし、リストの

フィルタリングを指示する

メッセージが表示される）

いいえ はい

セレクタ（組織、場所、

ジョブ・フィールド、雇用

主、機関など）

1000 はい（ただし、結果が制

限を超えたことは表示さ

れない）

アルファベット順ソート はい

リスト内で直接実行できるアクション

採用センターのユーザーは、先にファイルをオープンしなくても、リストのファイルに対してアクションを実行できます。

次のアクションを実行するには、 アイコンを使用します。
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候補者ファイル 求人ファイル 求人テンプレート

編集 コメントの追加 編集

フォルダ内のファイル 掲載を許可 求人の作成

同様の候補者の検索 承認過程の変更 このテンプレートの複製

照合 求人の取消 印刷

印刷 求人の作成

承認の決定

削除

この求人の複製

編集

採用確定

掲載とソーシング

掲載不可にする

印刷

保留にする

再アクティブ化

求人の再オープン

承認の要求

承認過程の変更要求

協力を依頼

ソーシング構成の要求

自分の協力を返答
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候補者ファイル 求人ファイル 求人テンプレート

オープンとして保存

承認要求のリマインダを送信

承認プロセスの終了

リストの列幅

リストの列幅は、列ヘッダーにアイコンが含まれているか、または単語が含まれているかに応じて異なります。

アイコンで表現される列の幅は26ピクセルです。

単語（フィールド）で表現される列の幅は、単語の長さ+ソート・アイコンの長さとして設定されます。最小のデフォルト
幅は50ピクセルです。列に2つのフィールド（「雇用主」/「タイトル」や「ステップ」/「ステータス」など）がある列の場合、幅
は30ピクセル増加します。

前述のルールに対する例外があります。次の列のデフォルト幅は特定の値に固定されています。

候補者リストの列 - 固定幅 幅

応募LinkedIn ID 70ピクセル

プロファイルLinkedIn ID 70ピクセル

応募市区町村 100ピクセル

プロファイル市区町村 100ピクセル

応募都道府県 100ピクセル

プロファイル都道府県 100ピクセル

コンテスト番号、ジョブ情報、タイトル 170ピクセル

ジョブ情報、タイトル 170ピクセル

応募CRI 170ピクセル

プロファイルCRI 170ピクセル

求人リストの列 - 固定幅 幅

求人アクティブ・ロケール 45ピクセル

求人ミニ・アクティブ・ロケール 45ピクセル

ジョブ・アクティブ・ロケール 45ピクセル

求人ステータス 100ピクセル

求人ステータス詳細 100ピクセル

求人ミニ・ステータス詳細 100ピクセル

ジョブのステータス 100ピクセル

求人採用担当者 100ピクセル
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求人リストの列 - 固定幅 幅

求人ミニ採用担当者 100ピクセル

求人採用担当者アシスタント 100ピクセル

求人ミニ採用担当者アシスタント 100ピクセル

ジョブ採用担当者 100ピクセル

求人ID 100ピクセル

求人タイトル 170ピクセル

求人ミニ・タイトル 170ピクセル

求人ジョブ情報タイトル 170ピクセル

求人ミニ・ジョブ情報タイトル 170ピクセル

求人ミニ・タイトル2 170ピクセル

求人ミニ・タイトル3 170ピクセル

ジョブ情報タイトル 170ピクセル

1000名を超える候補者を含む候補者リスト

ジョブを特定した候補者リストでは、リスト・フィルタリング機能を使用して、大量の応募者を処理できます。

求人に応募している候補者を表示するとき、選択したフィルタで1000名を超える候補者が一致した場合、採用セン
ターのユーザーは、リストを絞り込むよう求められます。2つの方法を使用できます。

• クイック・フィルタを使用して、候補者リストを絞り込む。

• 「最初の1000人の候補者の表示」オプションを選択する。

「最初の1000人の候補者の表示」オプションを選択すると、候補者リストがオープンし、最初の1000名分の候補者ファ
イルが表示されます。候補者は、最初は降順で表示され、最も新しい応募者が先頭に表示されます。新しいクイック・
フィルタ条件またはリストのソート・アクションを適用するたびに、該当する候補者全体を考慮してリストがリフレッシュされ
ます。これは、リストをソートした場合、別の1000名の候補者のリストが返される可能性があることを意味します。フィル
タを適用した場合、このリンクが表示されるかどうかは、リストの候補者が依然として1000名を超えているかどうかによって
決まります。リスト全体を表示するには、ステップ/ステータス・フィルタを使用して、クイック・フィルタで除外された候補者
が表示されるようにします。この方法で、リスト全体にアクセスしてレビューできます。

「最初の1000人の候補者の表示」オプションを選択するときは、候補者を「新規」/「新規」以外のステップ/ステータスに
して、フィルタの再適用とリストの連続的なチェックを続行することで、この機能を使用した最初の1000個の新しいファイ
ルへのアクセスを続けられるようにする必要があります。

1000名を超える候補者を同時に否認する必要がある場合、リストは容易に表示されないため、全員を「不採用済」ス
テータスにした後でこのアクションを実行しようとしないでください。かわりに、否認連絡事項を手動で送信する場合は、そ
れらを送信した後で、候補者を「不採用済」ステータスにする必要があります。

拡張フィルタは、少なくとも1名の候補者がリストに表示されるまでは使用できません。 したがって、拡張フィル
タを使用して最初のリストをフィルタリングすることはできません。

この機能を使用するための前提条件を次に示します。

• 1000名を超える候補者が求人に応募している。

• 使用中のクイック・リストで、リストが1000名を下回る候補者に絞り込まれない。
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この機能は、ジョブを特定した候補者リストに対してのみ使用できます。次の対象には適用できません。

• 検索結果: このビューには最大300名の候補者が表示されます。

• フォルダ: 1000個を超えるファイルが存在する場合は、クイック・フィルタを使用してリストを絞り込む必要があります。

• 候補者リスト: 1000個を超えるファイルが存在する場合は、リストを絞り込むよう求められます。ユーザーは、クイック・
フィルタを使用する、特定の求人に応募した候補者を表示する（一度に1件の求人）、または特定の候補者を検索
する場合は拡張検索またはクイック検索を使用できます。

候補者ファイル識別子

候補者ファイル識別子は、候補者リストの「候補者」列に表示する候補者固有の情報を指定します。

候補者ファイル識別子は、次の情報をテキストまたはアイコンの形で提供できます。

• 候補者名(姓、名、ミドル・ネームのイニシャル)

• 識別番号

• ACE候補者 

• 社内候補者 

• 少なくとも1つの選考プロセス中 

• 紹介による候補者 

「候補者」は、候補者リストに常に表示されます。この列にデフォルトで表示される情報を定義するのは、システム管理
者の責任です。ただし、採用センターのユーザーは、システム管理者によって設定されたデフォルトを、「自分の設定」で
使用できる各自の個人プリファレンスによって変更できます。

リスト形式

リスト形式を使用して、候補者と求人の情報を複数の列に表示できます。

デフォルトで候補者と求人のリスト形式が用意されています。 ただし、システム管理者は、組織のニーズに適合する新し
いリスト形式を作成できます。 採用センターのユーザーは、候補者と求人の情報を表示するために使用するリスト形式
を(システム管理者が作成したリスト形式から)選択できます。 さらに、最大3つのリスト形式を作成し、特定の情報を表
示するための列を選択できます（権限が付与されている場合）。 選択可能な列は、システム管理者によって事前に定
義されます。

次の図では、候補者の情報を表示するために「学歴」リスト形式が選択されています。

 

 

リスト形式の選択

ステップ

1. 求人リストまたは候補者リストで、 をクリックします。

2. リスト形式を選択します。

3. 「適用」をクリックします。
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パーソナライズされたリスト形式の作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストまたは候補者リストで、 をクリックします。

2. 個人用書式1、2または3の隣の をクリックします。

3. リスト形式の名前を指定します。

4. アクティブ化する列の隣のチェック・ボックスを選択します。

5. ファイルのソート方法を指定します。

a) 1つ目のソート条件を選択するには、対象の列名の隣にある「ソート」をクリックします。

b) 2つ目のソート条件を選択するには、対象の列名の隣にある「次に」をクリックします。

c) 3つ目のソート条件を選択するには、対象の列名の隣にある2つ目の「次に」をクリックします。

d) 昇順または降順のソート順序を選択するには、三角形のアイコンを繰り返しクリックします。

e) 特定の列のソートを無効にするには、三角形のアイコンを再度クリックします。三角形のアイコンが消えます。

f) 選択した列の順序を変更するには、矢印を使用します。

6. 「保存」をクリックします。

パーソナライズされたリスト形式の編集

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストまたは候補者リストで、 をクリックします。

2. 個人用書式を選択し、 をクリックします。

3. 必要な変更を行います。

4. 「保存」をクリックします。

パーソナライズされたリスト形式の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストまたは候補者リストで、 をクリックします。

2. リスト形式ウィンドウで、個人リスト形式を選択し、 をクリックします。

候補者リストのソート・キーの変更

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。
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ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」ドロップダウン・リスト内の「自分の設定」をクリックします。

2. 「プリファレンス」タブをクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

4. 「ソート・キー」ドロップダウン・リストから目的の値を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

クイック・フィルタ

クイック・フィルタは、採用センターのユーザーがリストをすばやくフィルタ処理して適切な情報に絞り込むときに役立ちま
す。

 

 

クイック・フィルタは、ページの左パネルに表示され、次のリストで使用できます。

• タスク
• 求人
• 候補者
• オファー
• 求人テンプレート
• 「質問」
• インタビューの質問
• 「不適格者チェック質問」
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• コンピテンシ

• 評価カテゴリ

• 評価質問

• 評価質問リスト

デフォルトでは、クイック・フィルタ・カテゴリは折りたたまれており、選択したフィルタリング基準のみが表示されます。選択し
た基準の隣にある をクリックする(フィルタ・カテゴリが折りたたまれている場合)、または選択を削除する(フィルタ・カテゴリ
が展開されている場合)ことによって基準を削除できます。

 

 

クイック・フィルタが選択されていない場合、リストにはすべての使用可能エントリが表示されます。1つのフィルタを選択す
ると、そのフィルタがリストに自動的に適用され、選択に従ってリストがリフレッシュされます。ユーザーがリストをリフレッシュ
する必要はありません。たとえば、「求人」リストで、「ステータス - オープン」クイック・フィルタが選択されている場合は、
オープンの求人のみがリストに表示されます。

一度に複数のクイック・フィルタを適用できます。一部のクイック・フィルタには、関連リストをリフレッシュするためのリフレッ
シュ・アイコン があります。複数のフィールドにデータを入力し、 をクリックするか[Enter]キーを押した場合、リフレッ

シュ・アクションではすべてのフィールドに入力されたデータが考慮されます。

「組織」、「場所」または「ジョブ・フィールド」クイック・フィルタを適用した場合は、目的の値を選択し、クイック・
フィルタ領域で別のフィールドをクリックして、適用した基準でリストをリフレッシュします。



37 · Recruiting User Guide

求人リストのクイック・フィルタ

次の表のチェック・マークは、求人リストおよびミニ求人リストで使用可能なクイック・フィルタを示しています。

クイック・フィルタ 求人リスト ミニ求人リスト

プライマリ場所

組織

ジョブ・フィールド

ステータス

求人タイトル

「ステータス」クイック・フィルタは、同じフィールド内の複数選択とみなされ、ORフィルタとして機能します。たとえば、「ドラ
フト」および「オープン」ステータス・フィルタを選択すると、ユーザーには、「ドラフト」または「オープン」ステータスのすべての求
人が表示されます。

候補者リストのクイック・フィルタ

次の表のチェック・マークは、候補者リストで使用可能なクイック・フィルタを示しています。

クイック・フィルタ すべての候
補者/求人別

すべての候補
者/フォルダ別

すべての候補
者/オファー別

求人を特定し
た候補者リスト

検索結果 - ク
イックまたは拡張

自動的にプー
ルされた候
補者のリスト

候補者 - 内部

候補者 - 紹介
済

候補者 - 要注
意

候補者 - 選考
プロセス段階

候補者 - 現在
の求人でもアク
ティブ

候補者 - 他の
求人でもアクティ
ブ

候補者 - 不適
格を除外

候補者 - 選考
プロセスへ新規
参加
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クイック・フィルタ すべての候
補者/求人別

すべての候補
者/フォルダ別

すべての候補
者/オファー別

求人を特定し
た候補者リスト

検索結果 - ク
イックまたは拡張

自動的にプー
ルされた候
補者のリスト

提出 - 提出完
了済

提出 - 要求さ
れた基準に一致

提出 - ACE

提出 - 一致し
たアセット

提出 - 結果(%)

提出 - 作成日

提出 - 完了日

提出 - 最終処
理日

提出 - ステップ

提出 - ステータ
ス

提出 - 雇用主

提出 - プログラ
ム

提出 - 区域

求人 - ステータ
ス

求人 - 組織

求人 - プライマ
リ場所

求人 - ジョブ・
フィールド

求人 - 求人ID

フォルダ名

オファー・ステー
タス

シフト

オファー日: 作成
日、開始日、承
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クイック・フィルタ すべての候
補者/求人別

すべての候補
者/フォルダ別

すべての候補
者/オファー別

求人を特定し
た候補者リスト

検索結果 - ク
イックまたは拡張

自動的にプー
ルされた候
補者のリスト

認日、有効期
限および受付日

候補者クイック・フィルタは、異なるフィールド上の単一の選択とみなされ、フィルタ間のANDとして機能します。たとえ
ば、「内部」および「紹介済」候補者フィルタを選択すると、ユーザーには「内部」および「紹介済」である候補者のみが表
示されます。

「候補者 - 現在の求人でもアクティブ」フィルタには、アクティブなステップ/ステータスの候補者が表示されます（否認、辞
退または採用ステップ/ステータスの候補者を除く）。「候補者 - 選考プロセス段階」フィルタには、アクティブなステップ/ス
テータスの候補者が表示され（否認、辞退または採用ステップ/ステータスの候補者を除く）、不適格者チェック質問に基
づいて不適格者のフラグは設定されません。 

オファー・リストのクイック・フィルタ

クイック・フィルタ 説明

ステータス
• 受理

• 承認処理中

• 否認済

• 承認済

• 取消済

• ドラフト

• 提示済

• 辞退した

• 交渉中

• 作成予定のオファー

• 不受理

• 不採用済

• 受理撤回

• 採用決定撤回

作成日

開始日

承認日

有効期限

受諾日

候補者
• 社内

• 紹介済

• 要注意

• 最新の進捗ステータス
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タスク・リスト内のクイック・フィルタ

タスク・リストには、関連する情報を迅速にフィルタリングするクイック・フィルタが用意されています。

クイック・フィルタ 説明

要注意 要注意インジケータ・フラグ 付きのタスクを表示します。自己割当タスクは、割当て

先が常にタスクの作成者であるため、要注意インジケータ・フラグを持たない唯一のタイ

プのタスクです。

完了したタスクを非表示 ステータスが「完了済」のタスクを取り除きます。

期日 期日が選択値（「すべて」、「来週」、「本日」、「期限超過」）と一致するタスクを表示

します。「期日を持たないタスクを除外」オプションが選択されている場合、期日を持た

ないタスクはリストには表示されません。

タスク・タイプ 選択されたタスクのタイプを表示します。タスク・タイプが指定されない場合は、すべての

タイプのタスクがリストに表示されます。

候補者に関連 選択された候補者に関連するタスクを表示します。

求人に関連 選択された求人に関連するタスクを表示します。

割当先に関連 選択された割当て先に関連するタスクを表示します。

「自分に割り当てられたタスク」フィルタ

「自分に割り当てられたタスク」フィルタは、ユーザーが所有しているタスクと所有していないタスクの混在による混乱を取り
除くために作成されました（ユーザーが所有している求人を対象としています）。

"自分に割り当てられたタスク"フィルタは、タスク・リストとタスク・チャネルで使用できます。タスク・リストでは、このフィルタ
は、"求人のタスクの表示:"ドロップダウン・メニューで使用できます。このフィルタは、タスク・リストにアクセスする際のデフォ
ルト値です。タスク・チャネルでは、"自分に割り当てられたタスク"リンクを使用して、ユーザーに割り当てられたタスクを表
示するタスク・リストにアクセスします。

 

 

タスク・チャネルでは、「自己割当タスク」の下のタスクをクリックして、ユーザーはタスク・リストにアクセスします。タスク・リス
トの値"自分に割り当てられたタスク"は、ホーム・ページでの"次の情報を表示します"フィルタの設定に関係なくデフォル
トで選択されます。
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タスク・チャネルでは、求人、候補者、オファーなどの下のタスクをクリックすると、タスク・リストが表示され、"求人のタスク
の表示:"フィルタの値は、ホーム・ページの"求人の情報の表示:"フィルタで選択した値と同じになります。たとえば、ホー
ム・ページで"所有している"を選択した場合、タスク・リストの"求人のタスクの表示:"フィルタではデフォルトで"所有して
いる"が選択されます。ホーム・ページの"求人の情報の表示:"フィルタでグループが選択された場合は、タスク・リストでも
同じグループが選択されます。

構成プロファイル内に設定できる「情報の表示フィルタのデフォルト値」設定は、タスク・リスト・ビューとタスク・
チャネル・ビューには影響しません。

拡張フィルタ

拡張フィルタは、採用センターのユーザーが広範囲のフィルタリング基準セットを使用してリストをフィルタ処理するときに
役立ちます。

求人リストと候補者リストには、「クイック・フィルタ」パネルの最下部にある左パネルに「拡張フィルタ」ボタンがあります。採
用センターのユーザーは、複数の拡張フィルタ基準を選択してリストをフィルタ処理できます。実行すると、基準はフィルタ
基準に隣接する とともに画面の上部に表示されます。 をクリックすると基準を削除でき、更新した基準セットに従っ
てリストが動的に更新されます。ユーザー定義フィールドもフィルタ基準として使用できます。
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拡張フィルタは、すでにフィルタ処理されたリストに対するフィルタリングであり、拡張フィルタ基準が選択されると、リストに
すでに表示されている内容に基づいてリストがフィルタ処理されます。

例:

ユーザーが、"ペンディング"、"オープン"および"保留"ステータス・クイック・フィルタを使用して求人リストをフィルタ処
理するとします(「下書き」ステータス・フィルタは選択しません)。 ユーザーは、さらに拡張フィルタ「ステータス詳細/ドラ
フト」を適用します。リストには「一致するものが見つかりませんでした。」と表示されます。 この例では、システムは最
初に「ドラフト」以外のすべての求人を表示します。次に、クイック・フィルタで表示される結果から、ドラフトである求人
を検索します。

単語を入力する必要がある拡張フィルタを使用する場合、ユーザーは部分的な単語を入力できます。たとえば、ユー
ザーは名が"cath"で始まる候補者で候補者リストをフィルタ処理できます。システムは、名が"cathy"、"catherine"ま
たは"cathia"である候補者を取得します。

拡張フィルタ - キーワード

「キーワード」拡張フィルタを求人リストで使用する場合、システムは求人ファイルの次のコンテンツを調べます。

• 求人番号

• 求人タイトル

• マネージャによる求人タイトル

• 求人の社内用摘要

• 求人の社外用摘要

• 求人サイト要約摘要

• 社内資格

• 社外資格

• 概要

• 追加情報

• 部門

• ポジション

• 求人/ジョブ情報UDF

• オファーUDF

• 部門UDF

表示フィルタ

「表示」フィルタでは、採用センターのユーザーは所有権、コラボレーションまたはステータス基準を使用して、リストに表示
される情報をフィルタ処理できます。

「表示」フィルタは、ホーム・ページ、求人リスト、候補者リスト、タスク・リスト、オファー・リストなどに表示できます。

 

 

「表示」フィルタでは次のことが可能です。

• ホーム・ページ以外のすべての場所に表示されるように構成できます。

• ホーム・ページを含むすべての場所に表示されるように構成できます。

• 非表示にできます。
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「表示」フィルタに表示される値は、ユーザーに付与される権限およびアプリケーションの構成によって決まります。使用可
能な値は、「表示」フィルタを表示できる3つのページすべてで同じです。可能な値は次のとおりです。

• ...所有している

• ...協力している

• ...所有または協力している

• ...自分の対象範囲で所有または協力している

• すべて

次に例を示します。

• ユーザーの権限で、ユーザーが所有していない求人の表示が許可されない場合、ユーザーには「所有している」値の
みが表示されます。

• ユーザーの権限で、ユーザーが所有していない求人の表示が許可されていても、企業で協力者機能が使用可能
でない場合、ユーザーには協力者機能に関連した"所有または協力している"、"協力している"および"自分の対
象範囲で所有または協力している"の値は表示されません。

• ユーザーの権限で、ユーザーが所有していない求人の表示が許可されており、企業で協力者機能が使用可能な
場合、ユーザーには協力者機能に関連した"所有または協力している"、"協力している"および"自分の対象範囲
で所有または協力している"の値が表示されます。

候補者リストを表示する場合、非アクティブな求人を含めるというチェック・ボックスが「表示」フィルタの下に表示されま
す。このチェック・ボックスを選択すると、求人リストに「削除済」、「取消済」および「確定」の求人が追加されます。
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言語

言語

Taleo Enterprise製品は、様々なオプションの言語で使用できます。

すべてのTaleo Enterprise製品ですべての言語を使用できるわけではありません。また、アプリケーションで言語を使用す
る前にシステム管理者がその言語をアクティブ化する必要があります。

言語に関しては、いくつかの概念があります。

アプリケーション言語は、製品で使用される言語です。これはユーザーがTaleo Enterpriseスイートへのサイン・イン時に
選択する言語です。選択した言語により、製品のすべてのUIラベルおよびエレメントの言語が定義されます。

 

 

コンテンツ言語は、個々のエンティティの言語です。コンテンツ言語はエンティティの作成時に選択されます。たとえば、採
用センターを英語で使用しているときでも、フランス語で求人を作成できます。ユーザーのコンテンツ言語は、システム管
理者によってユーザーのアカウントに設定されます。ただし、ユーザーはこのデフォルトのコンテンツ言語を「自分の設定」
> 「プリファレンス」で変更できます。希望するコンテンツ言語は、すべてのTaleo Enterprise製品で同一の、デフォルトの
コンテンツ言語として使用されます。同じコンテンツ言語のセットが製品でサポートされていない場合は、製品独自のプリ
ファレンス構成が使用されます。
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コミュニケーション言語は、Eメール・メッセージに使用される言語です。ユーザーのコミュニケーション言語は、システム管理
者によってユーザーのアカウントに設定されます。ただし、ユーザーはこのデフォルトのコミュニケーション言語を「自分の設
定」 > 「プリファレンス」で変更できます。

 

 

Taleo Enterprise製品では、エレメント（求人など）に使用する言語を「アクティブ化された言語」フィールドで指定しま
す。エレメントを作成または編集する際に、ユーザーは、エレメントに使用する言語に加えてベース言語も選択できます。
エレメントのベース言語は項目の基準言語で、通常は他言語の参照情報またはリスト・モードでの代替表示として使
用されます。ユーザーの希望するコンテンツ言語が、ユーザーがエレメントを作成する際のデフォルトのベース言語として
使用されます。ユーザーはエレメントのベース言語をいつでも変更できます。言語をベース言語として指定する前に、その
言語をアクティブ化する必要があります。

 

 

エレメントが1つの言語で使用されている場合は、その言語の名前(たとえば"en")がリストに表示されます。社内で1つ
の言語のみが使用されている場合、特別なインジケータはありません。エレメントが複数の言語で使用されている場合
は、 アイコンが表示されます。アイコンの上にポインタを置くと、エレメントが使用されている言語が表示されます。
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自分の希望するコンテンツ言語の設定

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「プリファレンス」タブで、「編集」をクリックします。

3. 「コンテンツ言語」ドロップダウン・リストで目的の言語を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

結果

求人または候補者ファイルの作成時に、選択した希望する言語でファイルが作成されます。

自分の希望するコミュニケーション言語の設定

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「プリファレンス」タブで、「編集」をクリックします。

3. 「コミュニケーション言語」ドロップダウン・リストで目的の言語を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

結果

メッセージの作成時に、選択したコミュニケーション言語でメッセージが作成されます。

ベース言語の選択

前提条件

言語がアクティブになっている必要があります。

1つの言語のみがアクティブになっている場合、ベース言語オプションは表示されません。
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ステップ

1. エレメントを編集します。

2. 「アクティブ化された言語」ドロップダウン・リストで、「構成」を選択します。

3. 目的の言語に対して「ベース」オプションを選択します。

4. 必要に応じて、「ステータス」ドロップダウン・リストで「アクティブ」を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

結果

「アクティブ化された言語」ドロップダウン・リストで、言語の横に「ベース」という語が表示されます。

エレメントの言語のアクティブ化

ステップ

1. エレメントを編集します。

2. 「アクティブ化された言語」ドロップダウン・リストで、「構成」を選択します。

3. 1つ以上の言語を選択します。

4. 各言語に対して、「ステータス」ドロップダウン・リストで「アクティブ」を選択します。

5. 「保存」をクリックします。

結果

アクティブ化された言語が「アクティブ化された言語」ドロップダウン・リストに表示されます。

言語の非アクティブ化

前提条件

エレメントが編集モードであり、言語がベース言語でない必要があります。

ステップ

1. エレメントをオープンします。

2. 「言語」ドロップダウン・リストの横にある「構成」を選択します。

3. 各言語に対して、「ステータス」ドロップダウン・リストで「未使用」を選択します。

非アクティブ化する言語がベース言語である場合は、別のアクティブな言語をベース言語として選択する必要が

あります。

4. 「保存」をクリックします。

結果

選択した言語がエレメントの「言語」ドロップダウン・リストに表示されなくなります。
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Taleo Enterpriseのサポート対象言語

Taleo Enterprise製品および特定の機能でサポートされている言語を次の表に示します。Oracle Learn Cloudおよ
びOracle Taleo Business Editionで使用できる言語については、これらの製品の文書を参照してください。

言語 ロケール Taleo Enterprise製品(採
用センター、キャリア・セク
ション、レガシー・オンボー

ディング、レガシー・オンボー
ディングの新規採用ポー
タル、オンボーディング(ト
ランジション)、パフォーマン
ス管理、候補者の経験

の評定、スケジューリング・
センター、OBIゲートウェイ)

モバイル 履歴書の分析 ソーシャル・
ソーシング(バー

ジョン1.10)

ブルガリア語 bg 可能 可能    

中国語(中国) zh_CN 可能 可能   可能

中国語(台湾) zh_TW 可能 可能   可能

クロアチア語 hr 可能 可能    

チェコ語 cs 可能 可能    

デンマーク語 da 可能 可能    

オランダ語 nl 可能 可能 個人の詳細の抽
出のみ

可能

英語 en 可能 可能 履歴書全体の抽
出が可能

可能

英語(英国) en_GB 可能 可能 履歴書全体の抽
出が可能

可能

フィンランド語 fi 可能 可能    

フランス語(カナダ) fr 可能 可能 履歴書全体の抽
出が可能

可能

フランス語(フラン
ス)

fr_FR 可能 可能 履歴書全体の抽
出が可能

可能

ドイツ語 de 可能 可能 履歴書全体の抽
出が可能

可能

ギリシャ語 el 可能 可能    

ハンガリー語 hu 可能 可能    

イタリア語 it 可能 可能 個人の詳細の抽
出のみ

可能

インドネシア語 in 可能(14B.5以降) 可能(14B.5以降)    

日本語 ja 可能 可能   可能

韓国語 ko 可能 可能   可能
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言語 ロケール Taleo Enterprise製品(採
用センター、キャリア・セク
ション、レガシー・オンボー

ディング、レガシー・オンボー
ディングの新規採用ポー
タル、オンボーディング(ト
ランジション)、パフォーマン
ス管理、候補者の経験

の評定、スケジューリング・
センター、OBIゲートウェイ)

モバイル 履歴書の分析 ソーシャル・
ソーシング(バー

ジョン1.10)

リトアニア語 lt 可能 可能    

マレー語(マレーシ
ア)

ms 可能 可能    

ノルウェー語 no 可能 可能    

ポーランド語 pl 可能 可能   可能

ポルトガル語(ブラ
ジル)

pt_BR 可能 可能 個人の詳細の抽
出のみ

 

ポルトガル語(ポル
トガル)

pt *スケジューリング・センターで
はサポート対象外*

可能   可能

ルーマニア語 ro 可能 可能    

ロシア語 ru 可能 可能   可能

セルビア語 sr (sh) 可能(ラテン) 可能    

スロバキア語 sk 可能 可能    

スロベニア語 sl 可能 可能    

スペイン語(スペイ
ン)

es 13B以降スペイン語(世界共
通)に変更

個人の詳細の抽
出のみ

 

スペイン語(世界
共通)

es 可能 可能   可能

スウェーデン語 sv 可能 可能   可能

タイ語 th 可能 可能   可能

トルコ語 tr 可能 可能
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基本概念

印刷機能

採用センターのユーザーは、印刷機能を使用して、PDFバージョンの求人ファイルまたは候補者ファイルを作成して印刷
できます。

印刷機能 は、候補者リストや求人リストの他に、候補者ファイルや求人ファイルからも使用できます。印刷機能を

使用する際に、ユーザーは、内容をリスト形式（情報が様々な列に示される）で印刷するか、ファイルの詳細（内容がセ
クションに分かれて示される）を印刷するかを選択できます。

• リスト形式で内容を印刷すると、ファイルの内容は様々な列に示され、各ファイルの内容が1行に示されます。リスト
（情報の表示に使用される列）の形式は、使用される求人リストまたは候補者リストの形式と同じです。リストに印
刷できるのは最大1000行です。

• ファイルの詳細を印刷するときは、ファイルのすべてのセクションまたは特定のセクションを印刷できます。たとえば、ユー
ザーは候補者ファイルのプレスクリーニング情報と基本プロファイル情報のみを印刷するように選択できます。ユーザー
が印刷機能を使用する際に選択したセクションは、次の印刷アクションのデフォルトとして保存されますが、メイン応
募ファイルのセクション内で選択されたブロックは保存されません。また、ユーザーが選択できるセクションは、ファイル
の構成方法とユーザーの権限に応じて変わります。つまり、システム管理者が印刷内容の細かい制御をユーザーに
許可しようとする場合は、ファイル・レイアウト内でセクションを増やすことで許可できます。候補者ファイルの場合、最
大50ファイルを印刷できます。求人ファイルの場合、最大15ファイルを印刷できます。

候補者ファイルを印刷する場合:

• 生成されるPDF内に、候補者情報と添付コンテンツが含まれます。 印刷アイコン をクリックして、生成され

るPDFに含める添付のタイプを選択できます。 これらの添付と候補者情報は、生成されるPDFの一部となります。
最新のフラグ付き履歴書、候補者別に表示(フラグ付き履歴書を除外)、候補者別に表示しない(フラグ付き履歴
書を除外)の3つのオプションが使用可能です。

• 生成されるPDFには目次があるため、ユーザーは簡単に候補者ファイルを移動できます。 PDFのブックマーク・アイコ
ンをクリックすると、目次が表示されます。

• 候補者の印刷アクションは、候補者ファイルの「履歴」タブで追跡されます。

印刷機能を使用するとき、データを含むフィールドのみが表示/印刷モードで表示されます。つまり、データを含まない
フィールドは印刷時にレンダリングされません。印刷機能によって生成されたPDFは、表示モードで情報が表示される際
に、選択したセクションについてユーザーに示されるデータと同じです。

候補者リストまたは求人固有の候補者リストで、印刷するために1つまたはいくつかの候補者ファイルを選択すると、応
募ファイルが印刷されます。検索結果リストまたはフォルダ・リストで1つまたはいくつかの候補者一般プロファイルを選択す
ると、一般プロファイル・ファイルが印刷されます。

候補者ファイルの「履歴」タブでの追跡情報に関しては、たとえ印刷している候補者ファイルが1個でも50個で
も、1000件の最新追跡項目が表示されます。したがって、1つの候補者ファイルを印刷している場合、1000件の最新
追跡項目が表示されます。たとえば、5個の候補者ファイルを印刷している場合は、候補者ごとに200件の追跡項目が
表示されます。1人の候補者について最大値に到達すると、「履歴には{0}個の最新項目が含まれています。」というメッ
セージが表示されます。

候補者ファイルを印刷するとき、印刷中に候補者向け添付ファイル名を含めることはできません。 添付ファイ
ルは「添付」タブに表示されます。これは候補者ファイルには含まれないため、候補者ファイルと一緒に印刷され
ません。
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添付

求人ファイルおよび候補者ファイルにファイルを添付できます。

次のファイル形式がシステムでサポートされています。ユーザーが使用できる形式はシステム管理者によって定義されま
す。

• 任意のファイル形式
• Excel（.xlsおよび.xlsx）
• Hypertext Markup Language（.htmおよび.html）
• OpenOffice Writer（.odt）
• Portal Document Format（.pdf）
• リッチ・テキスト形式（.rtf）
• テキスト（.txt）
• Word（.docおよび.docx）
• Word Perfect（.wpd）
• Zip形式

求人にファイルを添付すると、求人ファイルの「添付」タブに添付が表示されます。求人にアクセスできる承認者とユー
ザーはこの添付を共有できます。

候補者ファイルにファイルを添付する(一般プロファイルまたはジョブ応募)場合、採用センターのユーザーはこの添付が候
補者に表示されるようにするかどうかを指定できます。添付が候補者の履歴書であるかどうかも指定できます。「添付」
タブの「履歴書」列を見ると、ユーザーは添付が履歴書であることが簡単にわかります。ファイルが履歴書としてタグ付け
されている場合、ユーザーが履歴書タグを削除するには、「添付」セクションの「編集」ボタンをクリックし、「番号」を選択
します。履歴書分析機能を使用して添付されたファイルは、自動的に履歴書としてマークされることに注意してください。

採用センターのユーザーは、候補者の添付のタイプが.docxまたは.odtの場合はブラウザから直接表示できます。ファイル
をダウンロードしてネイティブ・アプリケーションでオープンする必要はありません。候補者ファイルの「添付」タブで、ユーザー
が添付の.docxと.odtのタイプのファイルをクリックすると、添付がHTMLに変換され、ブラウザから直接表示できます。これ
以外にHTML変換がサポートされているのは次の文書タイプです。

• Excel（.xlsおよび.xlsx）
• Hypertext Markup Language（.htmおよび.html）
• OpenOffice Writer（.odt）
• Portal Document Format（.pdf）
• リッチ・テキスト形式（.rtf）
• テキスト（.txt）
• Word（.docおよび.docx）

履歴追跡

「履歴」タブには、エレメントに関する有用な追跡の詳細が表示されます。

「履歴」タブは、候補者ファイル、求人ファイル、コンピテンシ、質問および不適格者チェック質問で使用できます。「履
歴」タブには読取り専用のコンテンツが表示されます。ただし、候補者ファイルの「履歴」タブは例外です。「候補者ファイ
ル履歴」を参照してください。

「履歴」タブがアプリケーションのどの部分に表示されるかによって、表示される情報は異なります。

求人、コンピテンシ、質問および不適格者チェック質問の「履歴」タブのエレメントを次に示します。

エレメント 説明

日付 イベントが発生した日付。
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エレメント 説明

タイプ エレメントに関するイベントまたは実行されるアクション。

コメント ユーザーによって入力されたコメント。

実行者 イベントの"実行者"(人またはシステム)。

候補者ファイルの「履歴」タブのエレメントを次に示します。

エレメント 説明

日付 イベントが発生した日付。

イベント 候補者ファイルが候補者またはユーザーによって変更されると、このアクションを追跡す

るイベントが生成され、表示されます。

言語 候補者ファイルの言語。

詳細 イベントに関する詳細。

コメント ユーザーによって入力されたコメント。

実行者 イベントの"実行者"(人またはシステム)。

採用センターのユーザーは、権限を使用して、削除された添付の内容を「履歴」タブに表示できます。 候補者が自分の
ジョブ応募の一部として添付を提出した場合、組織はこれらの添付を削除できます。 削除された添付は引き続き「履
歴」タブに表示されますが、組織はこれらの添付にアクセスできないようにするができます。 権限が付与されているユー
ザーは、「履歴」タブの添付リンクをクリックして、削除された添付の内容を表示できます。 権限がないユーザーも添付リ
ンクを表示してクリックできますが、削除された添付の内容を表示する権限がないことを示すメッセージが表示されます。

リッチ・テキスト・エディタ

Oracle Taleo Enterprise (TE)ユーザーは、リッチ・テキスト・エディタを使用して、コンピテンシ定義、連絡事項、求人、
求人テンプレートおよびレビュー・フォーム(定義、セクションおよびセクション項目)に含まれるテキストを編集および書式設
定できます。このエディタで書式設定されたテキストは、エディタで定義された固有の書式設定でTEアプリケーションに表
示されます。

リッチ・テキスト・エディタには、次のような標準的なテキスト処理ツールが含まれます。

• 切取り、コピーおよび貼付け機能
• フォントの種類とサイズ
• 太字、斜体および下線
• テキストと背景の色
• 左、右および中央揃え
• 番号付きリストと箇条書きリスト
• スペル・チェッカ

イメージまたはリンクの挿入

イメージまたはリンクの挿入は、エディタの拡大表示(拡大表示アイコンを初めてクリックしたときにアクセス可能)でのみ使
用できます。

スペル・チェッカ

スペル・チェッカは、内容で使用されている言語ではなく、アプリケーションで使用されている言語を使用します。スペル・
チェッカは複数の言語で使用できます。
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Internet Explorer 8

Internet Explorer 8ユーザーの場合、ツールバーのアイコンが予期したとおりに動作しないという問題が発生する場合が
あります。この問題が発生した場合は、ページを互換モードで表示するか、Internet ExplorerやFirefoxの別のバージョ
ンなどの別のブラウザでリッチ・テキスト・エディタを使用できます。

テキストのコピーおよびペースト

MS Wordからコンテンツをコピーしてリッチ・テキスト・エディタ・ツールにペーストする場合は、MS Wordの書式設定をリッ
チ・テキスト・エディタにマップする複雑さから再度書式設定を行う必要がある場合があります。リッチ・テキスト・エディタ・
ツールでサポートされている機能を次の表に示します。

項目 説明

太字 太字スタイルを完全にサポートしています。

斜体 斜体スタイルを完全にサポートしています。

下線 下線スタイルを完全にサポートしています。

見出しスタイルとフォント 見出しスタイルで使用される見出しスタイルとフォントが保持されます。見出しスタイル

で使用されないフォントは、デフォルトの標準スタイルとして扱われます。

フォント名(フォント・フェイス) フォント名(フォント・フェイス)は、リッチ・テキスト・エディタでネイティブにサポートされ

ているフォントでない場合も通常保持されます(Arial、Comic Sans MS、Courier

New、Tahoma、Times New Roman、Verdana)。

フォント・サイズ リッチ・テキスト・エディタでは7つのサイズがサポートされています。システムでは"最適と

思われる"フォント・サイズへの変換が実行されます。フォント・サイズの変換は、未指定

の場合には正確でないことがあります(ブラウザ、MS Wordバージョンなどによる)。

文字の色 文字の色を完全にサポートしています。

テキストの背景色 テキストの背景色を完全にサポートしています。

ハイパーリンク ハイパーリンクを完全にサポートしています。

箇条書きと番号付きリスト MS Wordの箇条書き、段落番号、アウトライン機能を使用してリストを作成する必要

があります。推奨する方法に準拠しないリスト・タイプはサポートされていません。

箇条書きタイプ(箇条書きまたは段落番号)は保持されますが、記号(円、正方形な

ど)または表記(番号、ローマ数字、アルファベット)はブラウザのデフォルトに置き換えられ

ます。

2つの個別の番号付きリスト間の番号の連続はサポートされていません。

箇条書きの色は保持されません。

リスト・ブロック前後のスペースはブラウザ固有です。

インデント・レベルは、インデント・ボタンを使用して行われた場合に保持されます。MS

Wordルーラーを使用して行うカスタム・インデントはサポートされていません。

行間 行間の情報は保持されません。ユーザー設定の行間はすべて単一行に変換されま

す。例外は次のとおりです。
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項目 説明

• 見出し: 行間はブラウザ固有です。

• リスト: 行間はブラウザ固有です。

イメージ イメージはサポートされておらず、含まれません。

表 表の行と列のサイズは保持されます。

罫線の有無は保持されます。色は保持されず、デフォルト色は黒です。スタイルは保

持されず、デフォルトは実線です。ユーザー設定の幅は保持されず、デフォルトは1ピク

セルです。

背景と罫線の色は保持されません。

ユーザー設定の表とセルの幅はピクセル/パーセント相当に変換されます。この変換

は、使用しているブラウザに基づいて別々に実行されます。その結果、元の表とは異な

る場合があります。

マージされたセルは保持されます。

Taleoのリッチ・テキスト・エディタへのコンテンツのペースト時に必要な再書式設定を最小限にするためのMS Word文書
作成の推奨方法

一般的に、MS Word文書が複雑でなければ、MS Wordからコンテンツをコピーしてリッチ・テキスト・エディタにペーストす
るときにユーザーが書式の再設定を実行する必要はあまりありません。MS Wordテンプレートを作成する際の推奨事項
の一部を次に示します。

次に示すようなMS Wordで一般的なフォントを使用します。

• Arial

• Times New Roman

• Courier New

• Verdana

• Comic MS Sans

MS Wordテンプレート文書ではイメージの使用は避けてください。Taleoのリッチ・テキスト・エディタではイメージはサポート
されていません。

行のインデントのカスタマイズに水平ルーラーの使用は避けてください。Taleoのリッチ・テキスト・エディタではこのタイプの書
式設定はサポートされていません。標準のインデント・ボタンを使用します。

ユーザー設定の行間の使用は最小限にします。Taleoのリッチ・テキスト・エディタではこれはサポートされていません。

MS Wordテンプレート文書では色付けされた箇条書きの使用は避けてください。Taleoのリッチ・テキスト・エディタではサ
ポートされていません。

箇条書きのインデントにカスタム・ルーラーの使用は避けてください。Taleoのリッチ・テキスト・エディタでは箇条書きのカス
タム・インデントはサポートされていません。標準のインデント・ボタンを使用します。

MS Wordテンプレート文書に複数の箇条書きタイプを混在させないでください。Taleoのリッチ・テキスト・エディタでは複
数の箇条書きタイプの混在はサポートされていません。 

MS Wordで使用可能な標準の箇条書きのタイプ、段落番号、アウトラインおよびインデント機能を使用してリストを作
成します。
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アプリケーション・タイムアウト

ユーザーがアプリケーションにサイン・インしたままの状態でアプリケーションが使用されない時間が30分を超えると、セキュ
リティ機能によってユーザーへの警告が行われます。タイムアウトの遅延に達したときに、アプリケーション・タイムアウトの遅
延がまもなく終了することを通知するメッセージがユーザーに表示されます。

次の2つのシナリオが考えられます。

• ユーザーがアクションを実行する場合: アプリケーションが30分間アイドル状態になった時点で、アプリケーションへの注
意が必要であることを通知するメッセージがユーザーに表示されます。「アプリケーションにアクセス」をクリックすると、
ユーザーはアプリケーションにアクセスできます。アプリケーションにアクセスすると、ユーザーはアプリケーションをリセットで
き、セッション失効までの残り時間を示すメッセージが表示されます。

• ユーザーがアクションを実行しない場合: 定義された遅延時間内にユーザーがアプリケーションをリセットしない場合、
ユーザーはアプリケーションからサイン・アウトされ、アプリケーションを使用するには再度サイン・インする必要があること
を示すメッセージが表示されます。

タイムアウトの遅延は、デフォルトでは30分に設定されています。タイムアウトの前に表示されるリマインダは、デフォルトで
はタイムアウトの10分前に設定されています。

ステータス: 下書き、アクティブ、非アクティブ

ステータスは、システム内の項目の現在の状態を示します。ユーザーはステータスを使用することで、すぐに使用可能にし
ない項目を作成することや、既存の項目をデータベースから削除することなく使用中の項目から除外できます。

項目は、次のいずれかのステータスになります。

• 下書き: 下書き項目は変更可能です。下書き項目は使用できません。このエレメントを使用するには、「アクティブ」
にする必要があります。

• アクティブ: 項目がアクティブなときは、名前と摘要のみが変更可能です。項目の動作を更新することはできません。

• 非アクティブ: 項目が非アクティブなときは、ステータスのみが変更可能です。「アクティブ」ステータスに戻ることのみが
可能です。

下書き項目はアクティブになることができます。アクティブ項目は非アクティブになることができます。非アクティブ項目はア
クティブになることができます。ただし、アクティブ項目は下書きステータスに"戻る"ことはできません。

ドラフト アクティブ 非アクティブ

同時アクセス管理

同時アクセス管理は、常に1人のユーザーのみが特定のエレメントを編集できるようにする機能です。

同時アクセス管理は、デフォルトで求人および求人テンプレートに適用されます。

別のユーザーが編集中の求人をオープンしようとすると、読取り専用アクセスになることを示すメッセージが表示されます。
別のユーザーが求人をクローズするまで、求人を編集することはできません。求人テンプレートについても同様です。ユー
ザーが求人に適用したテンプレートが編集中であった場合、データベースにある最後に保存されたバージョンのテンプレー
トが使用されます。
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タイム・ゾーン

タイム・ゾーンは、システム全体にわたって、日付または時刻が必要な場所で使用されます。

採用センターでは、日時がユーザーのタイム・ゾーンを考慮した方法で表示されます。これにより、日付が理解しやすくな
り、ユーザーが自分で日付を変換する手間がなくなります。

システム管理者は、会社全体に対するデフォルトのタイム・ゾーンを設定できます。会社と同じタイム・ゾーンに属する
ユーザーは、タイム・ゾーンを変更する必要はありません。しかし、会社と同じタイム・ゾーンに属さないユーザーが（インタ
ビューのスケジューリングなどのために）自分のタイム・ゾーンで情報を表示するには、タイム・ゾーンを変更する必要があり
ます。ユーザーは、システム管理者から権限を付与されている場合、自分の設定機能を使用してタイム・ゾーンを変更
できます。

推奨される方法として、正しい時間が表示されるようにする場合、ユーザーは「自分の設定」でタイム・ゾーン
を設定する必要があります。

タイム・ゾーンを使用する例の1つとして、候補者とのインタビューのスケジューリングがあります。インタビューのスケジュー
リングでは、会議をスケジューリングする人のタイム・ゾーンが基準値として使用されます。つまり、採用センターでは、会
議の時間が会議をスケジューリングした人の選択したタイム・ゾーンに従って表示されますが、OutlookやLotus Notesで
は、会議の時間が受信者のWindows設定で設定されたタイム・ゾーンに従って表示されます。たとえば、サンフランシスコ
在住のユーザーが、太平洋標準時の午後2～3時にインタビューをスケジュールしたとします。参加者がニューヨーク在住
の場合、Taleo採用では会議の時間が太平洋標準時の午後2～3時と表示されますが、Outlookでは会議の時間が
北米東部標準時の午後5～6時と表示されます。

タイム・ゾーンを使用するもう1つの例は、求人の掲載です。求人の掲載時は、（求人が掲載される場所ではなく）掲載
を行うユーザーのタイム・ゾーンが考慮されます。

夏時間

夏時間の期間中、採用センター全体で同じ計算が使用されます。

採用センター全体にわたり、使用される日付に対して夏時間が正しく計算されます。日付の多くはタイム・ゾーンに依存
しており、それに応じて変換されます。

タイム・ゾーンの計算アルゴリズム

ユーザーのタイム・ゾーンを決定するためのアルゴリズムは次のとおりです。

• ユーザーの希望するタイム・ゾーン（採用センター > 「リソース」 > 「自分の設定」 > 「プリファレンス」 > 「タイム・ゾー
ン」、および、「構成」 > [SmartOrg]管理 > 「ユーザー・アカウント」 > ユーザー・アカウントを選択 > 「一般プリファレ
ンス」 > 「タイム・ゾーン」）を使用します。

• 上の値が定義されていない場合は、ユーザーの希望するタイム・ゾーン（「構成」 > 「一般構成」 > 「設定」 > 「タイ
ム・ゾーン」）を使用します。

• 万一、上の値が定義されていない場合は、ユーザーのオペレーティング・システムのUTCオフセットを使用します。

• 上の値が定義されていない場合は、デフォルトのタイム・ゾーン（「構成」 > [キャリア・セクション]設定）を使用します。
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Taleo Enterpriseのタイム・ゾーン

市区町村 タイム・ゾーン名 UTCオフセット

エニウェトク、クェゼリン 日付変更線時間 UTC -12:00

ミッドウェー諸島、サモア諸島 サモア標準時 UTC -11:00

ホノルル ハワイ標準時 UTC -10:00

アンカレッジ アラスカ標準時 UTC -9:00

ティファナ メキシコ太平洋標準時 UTC -8:00

バンクーバー、サンフランシスコ、ロサンゼルス 太平洋標準時 UTC -8:00

チワワ、ラパス、マサトラン メキシコ西部標準時 UTC -7:00

エドモントン、デンバー、ボイジー、ソルトレークシティ 山地標準時 UTC -7:00

アリゾナ、エルモシヨ 山地US標準時 UTC -7:00

カンクン、メリダ メキシコ大西洋側標準時 UTC -6:00

シカゴ、ウィニペグ、ダラス 北米中央部標準時 UTC -6:00

サンノゼ、マナグア 中央アメリカ標準時 UTC -6:00

リジャイナ(サスカチュワン州) カナダ中央部標準時 UTC -6:00

メキシコシティ メキシコ標準時 UTC -6:00

ボゴタ、リマ、キト、パナマシティ 南アメリカ太平洋側標準時 UTC -5:00

モントリオール、ニューヨーク、ワシントンD.C. 北米東部標準時 UTC -5:00

キングストン、ジョージタウン ジャマイカ標準時 UTC -5:00

カラカス ベネズエラ標準時 UTC -4:30

アスンシオン パラグアイ標準時 UTC -4:00

クイアバ ブラジル西部標準時 UTC -4:00

ラパス、サンファン 西部南アメリカ標準時 UTC -4:00

サンティアゴ チリ標準時 UTC -4:00

ハリファックス 大西洋標準時 UTC -4:00

ニューファンドランド(ニューファンドランド州) ニューファンドランド標準時 UTC -3:30

ブエノスアイレス、ジョージタウン 東部南アメリカ標準時 UTC -3:00

グリーンランド、サンピエールおよびミクロン グリーンランド標準時 UTC -3:00

ブラジリア ブラジル東部標準時 UTC -3:00

中部大西洋 中部大西洋標準時 UTC -2:00

アゾレス アゾレス標準時 UTC -1:00

カーボベルデ諸島 カーボベルデ標準時 UTC -1:00
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市区町村 タイム・ゾーン名 UTCオフセット

ダブリン、エジンバラ、リスボン、ロンドン グリニッジ標準時 UTC 0

アビジャン、カサブランカ、ダカール グリニッジ標準時 UTC 0

アブジャ、アルジェ、キンシャサ、ルアンダ、ニアメー、
ヤウンデ

西部中央アフリカ標準時 UTC +1:00

ナミビア 南西部アフリカ標準時 UTC +1:00

ブリュッセル、コペンハーゲン、マドリード、パリ 中央ヨーロッパ標準時 UTC +1:00

サラエボ、スコピエ、ヴィルニアス、ワルシャワ、ザグレ
ブ

中央ヨーロッパ標準時 UTC +1:00

ベオグラード、ブラチスラバ、ブダペスト、リュブリャ
ナ、プラハ

中央ヨーロッパ標準時 UTC +1:00

アムステルダム、ベルリン、ベルン、ローマ、ストックホ
ルム、ウィーン

中央ヨーロッパ標準時 UTC +1:00

カイロ エジプト標準時 UTC +2:00

ハラレ、プレトリア 南部アフリカ標準時 UTC +2:00

ヨルダン ヨルダン標準時 UTC +2:00

ベイルート レバノン標準時 UTC +2:00

ダマスカス シリア標準時 UTC +2:00

ハボローネ、ハラレ、リロングウェ、ルブンバシ、ルサ
カ、マプト

中央アフリカ標準時 UTC +2:00

アテネ、ブカレスト、キエフ ヨーロッパ東部標準時 UTC +2:00

ヘルシンキ、リガ、タリン、ソフィア バルト諸国標準時 UTC +2:00

エルサレム イスラエル標準時 UTC +2:00

バグダッド イラク標準時 UTC +3:00

クウェート、リヤド アラビア半島標準時 UTC +3:00

ナイロビ アフリカ東部標準時 UTC +3:00

テヘラン イラン標準時 UTC +3:30

モスクワ、サンクトペテルブルグ、ボルゴグラード ロシア標準時 UTC+4:00

アブダビ、マスカット アラビア半島南東部標準時 UTC +4:00

バクー、トビリシ、エレバン コーカサス標準時 UTC +4:00

カブール アフガニスタン標準時 UTC +4:30

ビシケク キルギスタン標準時 UTC +5:00

ドゥシャンベ、イスラマバード、カラチ、タシュケント 西部アジア標準時 UTC +5:00

カルカッタ、チェンナイ、ムンバイ、ニューデリー インド標準時 UTC +5:30

カトマンズ ネパール標準時 UTC +5:45

アルマトイ、アスタナ カザフスタン標準時 UTC +6:00
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市区町村 タイム・ゾーン名 UTCオフセット

ダッカ 中央アジア標準時 UTC +6:00

ノヴォシビルスク 北部中央アジア標準時 UTC +6:00

ヤンゴン ミャンマー標準時 UTC +6:30

クラスノヤルスク アジア北部標準時 UTC +7:00

バンコク、ハノイ、ジャカルタ 東南アジア標準時 UTC +7:00

イルクーツク、ウランバートル 北東アジア標準時 UTC +8:00

パース オーストラリア西部標準時 UTC +8:00

北京、重慶、香港、ウルムチ 中国標準時 UTC +8:00

シンガポール シンガポール標準時 UTC +8:00

ヤクーツク ヤクーツク標準時 UTC +9:00

大阪、札幌、東京 日本標準時 UTC +9:00

ソウル 韓国標準時 UTC +9:00

アデレード オーストラリア南部標準時 UTC +9:30

ダーウィン オーストラリア北部特別地域標準時 UTC +9:30

キャンベラ、メルボルン、シドニー オーストラリア南東部標準時 UTC +10:00

ウラジオストク ウラジオストク標準時 UTC +10:00

ブリスベーン クイーンズランド標準時 UTC +10:00

ホーバート タスマニア標準時 UTC +10:00

ポートモレスビー パプアニューギニア標準時 UTC +10:00

ロードハウ ロードハウ島標準時 UTC +10:30

マガダン、ソロモン諸島、ニューカレドニア 中央太平洋標準時 UTC +11:00

アナディリ チュコート標準時 UTC +12:00

オークランド、ウェリントン ニュージーランド標準時 UTC +12:00

フィジー、カムチャツカ、マーシャル諸島 フィジー標準時 UTC +12:00

チャタム諸島 チャタム諸島標準時 UTC +12:45

エンダベリー フェニックス諸島標準時 UTC +13:00

ヌクアロファ トンガ諸島標準時 UTC +13:00

キリティマティ ライン諸島標準時 UTC +14:00

採用センターのタイム・ゾーン依存日付

求人ファイル - 「社外用摘要」ブロック - 「オープン日」 求人ファイル - 「社外用摘要」ブロック - 「クローズ日」

求人ファイル - 「社内用摘要」ブロック - 「オープン日」 求人ファイル - 「社内用摘要」ブロック - 「クローズ日」
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求人ファイル - 「履歴」タブ - 「イベント日」 求人ファイル - 「掲載とソーシング」 - 企業用の「掲載日」

求人ファイル - 「掲載とソーシング」 - eQuestの「掲載日」 求人ファイル - 「掲載とソーシング」 - 「人材エージェント」

求人ファイル - 「掲載とソーシング」 - 人材紹介会社（派遣） 求人ファイル - 「掲載とソーシング」 - 「ソース」 - 「イベント・リス
ト」 - 「開始日」（表示および編集）

求人ファイル - 「掲載とソーシング」 - 「ソース」 - 「イベント・リス
ト」 - 「終了日」（表示および編集）

候補者の「ソース追跡」ブロックに含まれる「イベント」

求人リスト - 「ステータス詳細」 求人リスト - 「連絡済候補者」（コールアウト内の「自」）

求人テンプレート・ファイル - 「有効: 自」（「ステータス」） 求人テンプレート・ファイル - 「有効: 至」（「ステータス」）

求人テンプレート・リスト - 「有効: 自」 求人テンプレート・リスト - 「有効: 至」

プレスクリーニング質問ファイル - 「作成日」 プレスクリーニング質問ファイル - 「履歴」 - 「イベント日」

プレスクリーニング・コンピテンシ・ファイル - 「履歴」 - 「イベント
日」

プレスクリーニング不適格者チェック質問ファイル - 「作成日」

プレスクリーニング不適格者チェック質問ファイル - 「履歴」 - 「イ
ベント日」

求人アクション - 「共有」 - 印刷PDFの日付

求人承認タスクおよびE共有 - 「求人詳細」PDFの日付（ファイ
ルからの反映が必要）

候補者アクション - 「インタビューのスケジュール」 - 「会議の日
付」

候補者アクション - 「インタビューの更新」 - 「会議の日付」

候補者アクション - 「インタビューの取消」 - 「会議の日付」 候補者ファイル - 「詳細」 - 「作成日」

候補者ファイル - 「基本プロファイル」 - 「勤務可能な日」

候補者ファイル - 「添付」タブ - 「提出に固有の添付」 候補者ファイル - 「添付」タブ - 「その他の添付」

候補者ファイル - 「自己割当タスク」リスト - 「作成日」 候補者ファイル - 「履歴」タブ - 「イベント日」

候補者ファイル - 「履歴」タブ - ワークフロー・イベント日 候補者リスト - クイック・フィルタ - 「期間」（フィルタリングで適
用）

候補者リスト - クイック・フィルタ - 「最終処理日」（「自」および
「至」）（フィルタリングで適用）

候補者リスト - 拡張フィルタ - 日付タイプのフィールド

候補者リスト - 日付タイプの標準フィールド 候補者拡張検索 - 日付タイプの基準

候補者ワークフロー・アシスタント - ワークフロー・イベント日 候補者ワークフロー・アシスタント - 「自己割当タスク」 - 「期
日」

候補者ワークフロー・アシスタント - （候補者採用の）「開始日」
（「オファー開始日のタイム・ゾーンを無視」が「いいえ」に設定され
ている場合）

候補者アクション - 「印刷」/「共有」 - 印刷PDFの日付

タスク・リスト - 「期日」 - 「タスク・リスト」 - タスクのコールアウト
（「割当日」）

オファー・グリッド - 「有効期限」 オファー・グリッド - 「作成日」

オファー・グリッド - 「承認済」 オファー・グリッド - 「提示済」

オファー・グリッド - 「開始日」（「オファー開始日のタイム・ゾーンを
無視」が「いいえ」に設定されている場合）

オファー・アクション - 「有効期限の更新」
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オファー・アクション - 「開始日の更新」（「オファー開始日のタイ
ム・ゾーンを無視」が「いいえ」に設定されている場合）

オファー・アクション - オファーの提示（口頭）

オファー・アクション - 「応答の登録」（受理） - 「受入済」 オファー・アクション - 「応答の登録」（受理） - 「開始日」（「オ
ファー開始日のタイム・ゾーンを無視」が「いいえ」に設定されてい
る場合）

「オファーの承認」タブ - 「決定」の日時 候補者選考ワークフロー - 「開始日の更新」（RSOffer以外）
（「オファー開始日のタイム・ゾーンを無視」が「いいえ」に設定され
ている場合）

オファー承認タスクおよびE共有 - 「オファー」の詳細PDFの日付
（グリッドからの反映が必要）（「オファー開始日のタイム・ゾーンを
無視」が「いいえ」に設定されている場合）

オファー承認タスクおよびE共有 - 「候補者の提出」の詳
細PDFの日付（ファイルからの反映が必要）

基本データ構造: 組織-場所-ジョブ・フィールド（OLF）

データ構造により、顧客がそれぞれのビジネスの方法を反映できるようにTaleo製品をカスタマイズできます。顧客の組織
はそれぞれ、組織、場所、ジョブ・フィールド(OLF)という3つの主要エレメントの組合せとして定義されます。OLFは、コン
テキスト依存とも呼ばれます。

組織は、組織の階層構造を表します。最大20個の組織レベルを作成できます。システムでは次の組織構造が提示さ
れますが、企業の階層構造をより適切に反映するために他の用語を選択することもできます。

• 会社

• セクター

• 部門

• ディビジョン

場所は、国や都道府県などの地理的エリアを表します。場所は、最も大きい地理的エリア（通常は国）からより詳細な
エリア（就業場所）への階層順序でリストされます。最大5個の場所レベルを作成できます。場所は、共通および標準の
普遍的構造を使用して、様々な用途（主に外部システムとの統合）に使用されるTaleoネットワーク場所に関連付ける
必要があります。Oracle Taleoは、郵便番号を場所として定義することをお薦めします。共通の場所構造は次のとおり
です。

• 国

• 都道府県/州

• 地域

• 市区町村

• 就業事業所

ジョブ・フィールドは、雇用のセクターまたはドメインを表します。最大4個のジョブ・フィールド・レベルを作成できます。ジョ
ブ・フィールドも、外部との共通言語を持つために、掲載や統合に使用されるネットワーク・ジョブ・フィールドにマッピングす
る必要があります。このマッピングは、コンピテンシの既存の分類を継承するのにも役立ちます。システムでは次のジョブ・
フィールド構造が提示されますが、企業の構造をより適切に反映するために他の用語を選択することもできます。

• カテゴリ

• 機能

• 専門

コンテキスト依存、つまりエレメントに関連付けられた組織-場所-ジョブ・フィールド構造は、アプリケーション内の情報
を編成、分類、リンク、照合または検索するためにアプリケーションで使用されるフレームワークを表します。組織-場
所-ジョブ・フィールド構造は、実装段階ではオラクル社の担当者の支援によって構成されますが、構造のエレメントの変
更はメンテナンス・モードでいつでも実行できます。企業固有の構造を反映するようにシステムをカスタマイズし、リアルタ
イムで組織-場所-ジョブ・フィールドのエレメントに変更を加えることにより、構造内の変更をデータに反映できます。
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候補者選考ワークフロー、求人および求人テンプレート、メッセージ・テンプレート、ユーザー管理、プレスクリーニング、承
認など、Taleo Enterprise製品の主要なエレメントのいくつかは、組織-場所-ジョブ・フィールド構造に関連付けられて
います。

エレメントのコンテキスト依存は、特定のコンテキストに基づいてエレメントを関連付けることを目的としています。候補者
選考ワークフローでのコンテキスト依存の例を次に示します。CSW1は、その場所の最後のレベルが求人の場所と一致し
ていないため、この求人の対象外となります。CSW2はこの求人の対象にできます。各ディメンション（組織、場所、フィー
ルド）に対する求人の最下位レベルの親エレメントは、各ディメンションのワークフローの最下位レベルと同じである必要が
あります。

組織 場所 ジョブ・フィールド

求人 都市交通 米国/カリフォルニア/ロサンゼル

ス

バス運転手

CSW1 都市交通 米国/カリフォルニア/サンノゼ バス運転手

CSW2 都市交通 米国 バス運転手

コンテキスト依存の使用時には、「組織」、「場所」および「ジョブ・フィールド」エンティティの間にAND演算子が使用され
ます。ただし、同じエンティティのエレメント間ではOR演算子が適用されます。

次の例では、「カナダ」（またはその子）AND「建築」が選択された場合にフィールドが表示されます。

場所 カナダ

ジョブ・フィールド 建築

次の例では、「カナダ」AND「建築」が選択されるか、「米国」AND「建築」が選択された場合にフィールドが表示されま
す。

場所 カナダ

場所 米国

ジョブ・フィールド 建築
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求人リスト

求人リスト

求人リストは、求人情報を複数の列に表示し、求人をフィルタリングするためのツールと候補者リストをカスタマイズする
ためのツールを備えています。

求人リストは、次の3つのセクションで構成されます。

• 左ペインには、ユーザーが所有権値を使用して求人をフィルタリングできる「求人の表示」フィルタが表示されます。
求人リストの関連情報をフィルタリングするためのクイック・フィルタと拡張フィルタも用意されています。 アイコンを

使用して、ペインの展開または折りたたみを行うこともできます。

• 右側のペインには、オンライン・ヘルプおよびオンライン・クリップ（アクティブ化されている場合）が含まれます。 ペインは
展開または縮小もできます。

• 中央ペインには、求人が表示されます。 ユーザーは、 アイコンを使用して、リストに求人を表示するときに使用す

るリスト形式を選択できます。 ユーザーが最大3つのリスト形式を作成して、特定の情報を表示する列を選択するこ
ともできます（権限を付与されている場合）。 いくつかのアクションはリスト内で直接実行できます。 ファイル・タイトル
の横にある矢印 をクリックすると、コンテキスト依存のアクション・メニューが表示されます。リストで使用できるツール
の詳細は、「リストの使用」を参照してください。
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求人ファイル

求人ファイル

求人ファイルはジョブ・ポジションの具体的な条件の詳細を示します。

求人ファイルは次の3つのセクションで構成されています。

• 左ペインのトップ・セクションには求人カードが表示され、ボトム・セクションには補足情報が表示されます。 アイコン

を使用して、ペインの展開または折りたたみを行うこともできます。

• 右ペインには、オンライン・ヘルプ、診断ツール、オンライン・クリップなどの補助ツールが表示されます（これらの機能が
使用可能な場合）。ペインは展開または縮小もできます。

• 中央ペインには、求人フォームが表示されます。表示される情報は、表示モードと編集モードのどちらを選択している
かによって異なります。

求人リストに戻るには、ナビゲーション・バー を使用します。

表示モード

求人ファイルをオープンするときは常に表示モードになりますが、編集モードに変更できます。これにより、レイアウトが見や
すくなり、ファイルの表示のみを行う場合に（ファイルを終了して画面上の他のボタンを再アクティブ化するために）ファイル
を"クローズする"必要がなくなります。表示モードでは、データのあるフィールドのみが表示されます。空のフィールドは、表
示モードでは表示されません。 

上部にはアクション・バーがあります。アクションをクリックするか、「他のアクション」メニュー（求人のライフサイクルで使用可
能な追加アクションの動的メニュー）を使用します。 

求人に関連する情報を表示するタブを使用できます。求人ファイルのメイン・コンテンツは「求人」タブに表示されます。こ
のタブの各種セクションを アイコンおよび アイコンで展開または縮小できます。他のタブには周辺情報が含まれます。

ユーザーはいつでも「求人」タブから目次にアクセスして、ファイルの別のセクションやサブセクションにすばやくジャンプできま
す。目次は アイコンから使用できます。

編集モード

編集モードでは、求人フォームに含まれるすべてのフィールドが表示されます。データがないフィールドは、ユーザー権限に
応じて表示されます。必須フィールドは赤のアスタリスクでハイライトされます。異なるフィールドの必須フィールドを表示す
るには、「次の操作に必要なフィールドの表示」メニューを使用します。

ユーザーはいつでも「求人」タブから目次にアクセスして、ファイルの別のセクションやサブセクションにすばやくジャンプできま
す。目次は アイコンから使用できます。

多言語の求人のフィールド・ラベル

多言語の求人のフィールド・ラベルは、ユーザーがアプリケーションへのサイン・インに使用した言語で表示されます。ユー
ザーが入力した値は、選択した求人ロケールで表示されます。

この動作を説明する2つの例を次に示します。

例1: 英語、フランス語、スペイン語を使用可能な求人があります。ユーザーは英語でアプリケーションにアクセスし、スペ
イン語版の求人を表示することにしました。各フィールド・ラベルとドロップダウン・リストは英語で表示されますが、各入力
フィールドの内容にはスペイン語の値が表示されます。
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例2: 英語、フランス語、スペイン語を使用可能な求人があります。ユーザーはスペイン語でアプリケーションにアクセスし、
スペイン語版の求人を表示することにしました。各フィールド・ラベルはスペイン語で表示され、各フィールドの内容にもス
ペイン語の値が表示されます。

求人ファイルのタブ

求人ファイルのタブ 説明

求人 ジョブのすべての詳細が含まれます。

アラート 要求される特定の基準を満たしている候補者に通知を送信するACE候補者アラートを設定でき
ます。候補者に関する詳細情報を要求するように指定することもできます。

添付 求人の添付が含まれます。

承認 承認要求が生成されたときに表示されます。このタブは、求人を表示できるすべてのユーザーに表
示されます。承認要求が生成されていない場合、「承認」タブは非表示になります。このタブで、
求人の最新の承認情報に簡単にアクセスし、レビューできます。許可されたユーザーは、このペー
ジで承認要求を変更または再送信することもできます。

掲載とソーシング 掲載およびソーシング機能（キャリア・セクションへの掲載、eQuestによる求人サイトへの掲載、人
材エージェント、電子媒体以外の方法など）にアクセスできます。求人に関連付けられているソー
ス・リストを変更できます。

自動プール基準 自動プール基準が含まれます。

履歴 求人ファイルに対して実行されたすべてのアクションのログが含まれます。「求人ファイル履歴」を参
照してください。

レポート 求人の進捗のステータスに関する日次採用レポートを個人に送信するかどうかを定義できます。

インタビュー ユーザーは、評価質問リストの追加、完了した質問リストと評価者が提供したフィードバックの表
示を行うことができます。

求人ファイル履歴

求人ファイルの「履歴」タブには、求人に対して実行されたすべてのアクションのログが表示されます。

次のフィールドを変更すると、この変更を追跡するイベントが生成され、求人ファイルの「履歴」タブに表示されます。アク
ションを実行したユーザーの名前と、日付およびイベントの詳細が表示されます。

• 採用マネージャ

• 採用マネージャ・アシスタント

• 採用担当者

• 採用担当者アシスタント

• 部門

• ジョブ・ロール

• 求人番号

• 場所

• その他の場所

• ジョブ・フィールド

• 組織
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求人の作成

求人の作成プロセス

採用センターのユーザーは、ジョブ・ポジションの具体的な条件の詳細を示す求人を作成できます。

求人を作成するには、「求人」ページおよび「求人」チャネルにある「求人の作成」ボタンを使用します。このボタンは、
ユーザーに適切な権限が付与されている場合に使用できます。

求人の作成プロセスは会社によって異なる場合があります。基本的な求人作成プロセスを次に示します。

求人を作成すると、「求人の作成」アシスタントが起動します。アシスタントの内容は、システム管理者が行った構成に
応じて異なります。

• 最初のステップは、求人タイプの選択です。このステップは、複数の求人タイプが使用可能になっており、特定の権
限がユーザーに付与されている場合に実行できます。

• 次に、ユーザー個別のエレメント（ポジション、部門、採用マネージャ、ジョブ・ロール、求人テンプレートなど）をユー
ザーが指定できるようにします。この情報を指定すると、求人フォームの一部のフィールドが自動入力されます。

• 次に、「組織」、「場所」、「ジョブ」の各フィールドを選択します。

以上のすべての情報を指定後、求人フォームの必須フィールド（赤のアスタリスクが付いているフィールド）とその他の
フィールドを入力します。会社の方針に応じて、テンプレートの内容は詳細な場合もあれば、基本情報のみが含まれて
いる場合もあります。

一部のフィールドの情報が不足している場合は、求人を保存するときにメッセージが表示されます。診断ツール を使

用して、求人を保存できるようにするために入力が必要なフィールドを確認することもできます。

求人は完了後、承認プロセスを経て、社内/社外用キャリア・セクションまたは求人サイトに掲載されます。

求人を作成する場合、推奨される方法として、求人テンプレートを選択します。これにより、選択したテンプ
レートに基づいて多くの求人フィールドが自動入力されます。ユーザー・グループのコンテキストに従っている、ま
たはユーザー・グループが定義されていない、すべての使用可能な求人テンプレートから選択できます。

求人の作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「求人の作成」をクリックします。

2. 画面上の指示に従います。

入力が必要な情報は、システム管理者によって構成されたフローとオプションによって異なります。

3. 「保存」をクリックします。

結果

求人リストに求人が表示され、ステータスは「ドラフト」になります。
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他言語の求人の作成

前提条件

ユーザーの希望する言語がデフォルトでアクティブ化されます（該当言語が「アクティブ化された言語」ドロップダウン・リ
ストに表示されます）。

非必須フィールドを翻訳する必要はありません（ベース言語で記入した非必須フィールドを別の言語では空白のまま
にすることができます）。

フィールドに選択した値は変更できます（ベース言語で選択した値に制限されません）。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「求人の作成」をクリックします。

2. 画面上の指示に従います。

入力が必要な情報は、システム管理者によって構成されたフローとオプションによって異なります。

3. フィールドに入力します。

4. 「保存」をクリックします。

5. 「アクティブ化された言語」ドロップダウン・リストで、求人を翻訳する言語を選択します。

6. フィールドに入力します。

7. 「保存」をクリックします。

結果

求人リストに求人が表示され、ステータスは「ドラフト」になります。

求人摘要作成のヒント

求人摘要には、ジョブに関する情報と必要な資格を記載します。この摘要は、候補者がジョブに応募するときに表示さ
れます。

求人には、現在の従業員を対象にした社内用摘要と社外候補者を対象にした社外用摘要の2種類の摘要を使用で
きます。

効果的なジョブの摘要は、人を惹きつけ、知性的かつ正直である必要があります。優秀な人材にとって魅力的で興味
深く、説得力のある内容にする必要があります。具体的な情報を記載し、能力に重点を置く必要があります。求人の
摘要を作成する場合は、次のヒントを考慮してください。

ヒント 説明

明確なわかりやすいジョブ・タイトル 組織の外部の候補者に内容がわかるタイトルを付けます。

ヘッドライン 簡潔なマーケティング的文言となる"キャッチフレーズ"で始めます。

構造 対象ポジションが組織の中でどのように位置付けられているかを説明します。

環境のタイプ 組織の職場環境を説明します（テンポの速さ、チームの規模の大小、多様なプロジェク

トなど）。

ロールの摘要 ポジションの重要な肯定的側面を中心に説明します。

求められる人材の摘要 資格、重視されるコンピテンシ、関連性の高い経験、性格を列挙します。具体的かつ

簡潔に記載します。
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ヒント 説明

給与/福利厚生/トレーニング/機会 組織がもたらす主な利点を強調します。

ジョブの摘要の書式設定を向上させるために、次のようにすることをお薦めします。

• Windowsメモ帳などの単純なテキスト・エディタにテキストをコピーして貼り付ける。

• テキストをテキスト・エディタからコピーして求人の「摘要」フィールドに貼り付ける。

• 「摘要」フィールドのリッチ・テキスト・エディタを使用してテキストを書式設定する。

診断ツールと必要なフィールドの表示

診断ツールと必要なフィールドの表示の機能を使用して、採用センターのユーザーは、特定のアクションを実行するため
に入力する必要があるフィールドを識別できます。

求人ファイルの編集モードで「次の操作に必要なフィールドの表示」機能を使用して、特定のアクション（保存、掲載、
承認要求）を実行するために入力する必要があるフィールドを識別できます。たとえば、「保存」アクションを選択すると、
保存アクションを実行するために入力が必要なフィールドの横にアスタリスクが表示されます。

また、求人ファイルの表示モードと編集モードで診断ツールを使用できます。このツールはページの右側にあり、 アイコ

ンをクリックしてアクセスできます。診断ツールを使用すると、情報が不足しているすべてのフィールドを表示し、該当フィー
ルドにすばやく移動して、不足している情報を入力できます。

特定の求人フィールドに関する情報

特定の求人フィールドに関する重要な情報を示します。

フィールド 説明

予算計画 通貨記号、カンマ、小数点を使用できます。

賞与 カンマと小数がサポートされます。

給与 カンマと小数がサポートされます。

オープン日とクローズ日 求人を人材エージェントおよび人材紹介会社に掲載するときは、デフォルト日付として

求人フォームの「社外用摘要」セクションに定義された求人の「オープン日」と「クローズ

日」（キャリア・セクションの「開始日」と「終了日」ではなく）が使用されます。これらの日

付が求人に定義されていない場合は、システム管理者が定義した日付が使用されま

す。システム管理者はこれらの日付を「掲載」セクションの下の「キャリア・セクション」プロ

パティで定義します。
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求人の承認

求人の承認を要求する方法

求人の承認を要求するとき、採用センターのユーザーには2つのオプションが示されます。

オプション1: 自分で求人を承認

適切な権限を持つユーザーは、「他のアクション」リストの「オープンとして保存」アクションを選択して、求人を自分で承
認できます。「自分の求人の承認」を参照してください。

オプション2: 誰かに求人の承認を要求

適切な権限を持つユーザーは、「他のアクション」リストの「承認の要求」アクションを選択して、求人のオファーをルーティ
ングできます。このオプションが使用されるのは、求人を掲載するために、少なくとも1人が求人を承認する必要がある場
合です。「他のユーザーに求人の承認を要求」を参照してください。

ユーザーが求人の承認を要求するとき、承認を実行する必要がある人をリストから選択する必要があります。組織で選
択されている承認のタイプによって、システム管理者が承認者のリストを構成できる場合とそうでない場合があります。

• 標準承認プロセスが使用されている場合、ユーザーはデータベースのすべてのアクティブ・ユーザーを含むリストから承
認者を選択します。ユーザーが自分の設定機能で常連承認者のリストを作成することもできます。

• 動的承認経路プロセスが使用されている場合は、「承認の要求」アクションを選択した時点で承認者のリストが事
前設定されます。生成する承認者のリストは、システム管理者が動的承認経路機能で構成します。これらの承認
者は、構成されたルールと条件に基づいて表示されます。

選択された承認者は、次のいずれかの方法を使用して求人を承認します。

• 承認者が採用センターのユーザーである場合、承認者は「タスク」チャネルおよび「タスク」リストで「求人の承認」タス
クを受け取ります。

• 承認者が採用センターのユーザーでない場合、承認者はEメールでE共有メッセージを受信します。

• 承認者が採用センターのユーザーでE共有のユーザーでもある場合、「タスク」チャネルと「タスク」リストでの「求人の
承認」タスクおよびEメールでのメッセージを受け取ります。

承認者がタスク・リストまたはE共有から承認を実行すると、（システムで実際に表示されているファイルではなく）確認用
のPDF版の求人ファイルが承認者に送信されます。また、特定のセキュリティ・レベルのフィールドを表示するユーザーの
権限に応じて、承認ファイルが生成されます。

承認過程の実行方法は2つあります。

• 順次: 最初の承認者が承認要求を受け取り、求人を承認します。承認されると、承認要求は次の承認者へと渡
されていきます。求人は、順序内の各承認者がそのとおりに承認するまで先に進みません。順序内で1人が求人を
否認すると、承認プロセスが終了します。

• 並列: 複数の承認者が承認要求を受け取り、全員が同時に求人を承認できます。承認者が求人を承認する際
に、他の承認者を待つ必要はありません。 

組織内で標準承認プロセスが使用されている場合、システム管理者は、順次または並列承認を使用可能にするため
の設定をアクティブ化する必要があります。組織内で動的承認経路が使用されている場合、同じロールに複数の承認
者が存在する場合以外は承認が順次になり、複数の承認者がいる場合は並列になります。

自分の求人の承認（「オープンとして保存」）

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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「オープンとして保存」アクションを使用できるのは、求人のステータスが「ドラフト」の場合のみです。

求人を承認できるのは、必須フィールドすべてが入力されている場合のみです（部分的に入力された求人をシステム
が受け入れるように構成されている場合は除きます）。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストから「オープンとして保存」を選択します。

3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人の「履歴」タブに、入力したコメント、アクションを実行したユーザーの名前とともにイベントが追加されます。求人
のステータスが「オープン」/「承認済」に変わります。

求人の完了レベルが「ソーシング準備完了」でない場合は、求人に対して「完了待ち」タスクが生成されます。「完了
待ち」タスクは採用担当者アシスタント（存在する場合）に割り当てられます。それ以外の場合は、採用担当者に割
り当てられます。

求人の完了レベルが「ソーシング準備完了」の場合は、求人に対して「ソーシング準備完了」タスクが生成されます。
「ソーシング準備完了」タスクは採用担当者アシスタント（存在する場合）に割り当てられます。それ以外の場合は、
採用担当者に割り当てられます。

他のユーザーに求人の承認を要求

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人を承認するには、承認者が求人と同じグループに属している必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「承認の要求」を選択します。

3. 承認者を選択します。関連情報までリストをフィルタするには、クイック・フィルタを使用します。

4. 「順序」列の下のドロップダウン・リストを使用して連番を割り当てることにより、承認の順序を定義します。

最初の承認者が承認要求を受け取り、求人を承認します。承認されると、承認要求は次の承認者へと渡され

ていきます。

5. 「承認後」セクションで、次のタスクを割り当てるユーザーを選択します。

6. コメントを入力します。

7. 他の必要なフィールドに入力します。

「自分の常連協力者リストに承認者を追加」フィールドに関する重要な情報。この機能では、これらのユーザー

が「自分の設定」 > 「プリファレンス」の常連協力者としてのみ追加されます。これらのユーザーは、現在オープン

している求人の協力者としては追加されません。また、「自分の設定」 > 「プリファレンス」の常連協力者リストに

適用された変更を表示するには、ログアウトしてから再度ログインする必要があります。

求人の「承認の要求」ウィンドウにあった「タスクが完了したら通知」チェック・ボックスは、用途がなかったため、機

能パック11A.4以降では削除されています。承認の進捗状況に関する通知は、システム管理者が必要に応じて

構成できます。

8. 「完了」をクリックします。

結果

順序内の最初の承認者に求人が割り当てられます。
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• 承認者が採用のユーザーである場合、「求人の承認」タスクがユーザーに割り当てられます。ユーザーが選択でき
るアクションは、「承認」、「否認」、「転送」および「ペンディング」です。

• 承認者が採用のユーザーでない場合、承認者はE共有の承認メッセージを受け取ります。ユーザーが選択できる
アクションは、「承認」および「承認を拒否」です。

求人を承認する方法

承認者は様々なツールを使用して求人を承認できます。

「タスク」チャネルを使用

承認者が採用センターのユーザーである場合、承認者は「タスク」チャネルでタスクを受信します。「求人の承認」を参照
してください。

E共有を使用

承認者が採用センターのユーザーでない場合、承認者はEメールでE共有メッセージを受信します。

「タスク」チャネルまたはE共有（あるいはその両方）を使用

承認者が採用センターのユーザーでE共有のユーザーでもある場合、「タスク」チャネルでの「求人の承認」タスクとEメー
ルでのメッセージを受け取ります。

承認者がタスク・リストまたはE共有から承認を実行すると、（システムで実際に表示されているファイルではなく）確認用
のPDF版の求人ファイルが承認者に送信されます。また、特定のセキュリティ・レベルのフィールドを表示するユーザーの
権限に応じて、承認ファイルが生成されます。

別の承認者の代理としての求人承認

場合によっては、別の承認者にかわって求人を承認することが必要になります。これは、承認過程の変更というアクショ
ンを使用して行われます。適切な権限を持つユーザーは、いずれかの承認者の代理として手動で承認判定を更新でき
ます。「別の承認者の代理としての求人承認」を参照してください。

「タスク」チャネルでの求人の承認

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人を承認するには、承認者が求人と同じグループに属している必要があります。

ステップ

1. 「タスク」チャネルで「求人の承認」をクリックします。

2. 「タスク」リストで、必要な求人の横の「求人の承認」をクリックします。

3. 「承認の決定」ウィンドウで、「承認」を選択します。

4. 必須の場合はコメントを入力します。

5. 「完了」をクリックします。

別の承認者の代理としての求人承認

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「ステータス詳細」列に「承認待ち」が示される必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。
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2. 「他のアクション」リストから「承認過程の変更」を選択します。

3. 承認者の決定を選択します。

4. オプション: 承認者の順序を変更できます。

5. コメントを入力します。

6. 他の必要なフィールドに入力します。

7. 「完了」をクリックします。

結果

順序内の最初の承認者に求人が割り当てられます。

• 承認者が採用センターのユーザーである場合、「求人の承認」タスクがユーザーに割り当てられます。

• 承認者がE共有のユーザーである場合は、E共有の承認者メッセージが承認者に送信されます。

承認過程の変更

求人に対して最初に選択された承認者を変更することが必要な場合があります。これは、承認過程の変更というアク
ションを使用して行われます。

承認過程の変更要求

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人のステータスが「承認待ち」であることが必要です。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストから「承認過程の変更要求」を選択します。

3. をクリックして協力者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

ユーザーが、承認過程を変更するタスクを受け取ります。

承認過程の終了

前提条件

このアクションが使用されるのは、ポジションが取り消されたとき、または求人が必要なくなった場合です。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ユーザーが、求人の所有者または承認過程の作成者であることが必要です。

「ステータス詳細」に「承認待ち」が示される必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「他のアクション」リストから「承認過程の終了」を選択します。

2. コメントを入力します。

3. 他の必要なフィールドに入力します。

4. 「完了」をクリックします。



求人管理 · 74

求人承認要求リマインダ

採用センターのユーザーは、求人承認要求リマインダを送信できます。

適切な権限を持つユーザーは、アクティブな承認がペンディングになっているときに、求人ファイル内の「承認」タブで「リマ
インダの送信」ボタンをクリックできます。このアクションを実行すると、判定を下す順番の承認者に承認要求のEメールが
再送信されます。承認者がE共有のユーザーである場合は、Eメール内でE共有のハイパーリンクが示されます。

求人承認要求のリマインダの送信

前提条件

この機能を使用する可能性があるのは、承認者がE共有ユーザーである場合のみです。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで「承認」タブをクリックします。

2. 「他のアクション」リストから「承認要求のリマインダを送信」を選択します。

結果

もう1通の承認要求通知が、アクティブなE共有承認者のみに送信されます。

求人承認の確認

E共有のユーザーは、求人承認の確認を受信できます。

この機能は、E共有のすべての承認で自動的に使用可能になります。ユーザーがE共有の承認要求に応答するときに、
承認確認の受信をトリガーするチェック・ボックスがあります。ユーザーが確認を受信するよう選択した場合、要求に対す
る意思決定を完了した時点で、そのアクションを確認するEメール・メッセージがユーザーに送信されます。

そのために、3つのシステム・メッセージ・テンプレートが作成されています。標準メッセージが用意されていますが、システム
管理者が必要に応じて送信メッセージのテキストを変更できます。送信される確認は、承認者が行った決定に応じて
異なります。

• 承認された求人の確認

• 否認された求人の確認

• 合格した求人の確認

「タスク」チャネル経由で意思決定される承認には確認オプションがありません。「完了したタスクを非表示」オプションの
選択を解除すると、完了したタスクを「タスク」チャネルに表示できます。

承認者および常連承認者

承認者とは、求人またはオファー（あるいはその両方）を承認する採用センターのユーザーのことです。

承認者のリストは、システム管理者が部門レベルで定義できます。個人のデフォルト承認者リスト(常連承認者と呼ば
れる)も、採用センターのユーザーが自分の設定機能で定義できます。（「承認の要求」アクションを選択して）求人また
はオファー（あるいはその両方）を承認する準備が整うと、承認過程がデフォルトで次のように選択されます。

• 常連承認者が「自分の設定」で定義されていた場合は、これらの承認者が自動的に選択されます。

• 常連承認者が「自分の設定」で定義されていなかった場合は、システム管理者が部門レベルで設定した承認者が
自動的に選択されます。
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ユーザーが承認者を選択すると、セレクタには、見込み承認者になる可能性があるユーザーのみが表示されます。どの
承認者も承認を行うことが許可されていなければ、承認者が表示されないこともあり得ます。承認者は、アクティブ・ユー
ザーであり、なおかつ求人またはオファー（あるいはその両方）を承認するためのユーザー・タイプの権限を持っている必要
があります。

常連承認者リストの作成

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連承認者」タブで、「追加」をクリックします。

3. 1人以上の承認者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

承認者リストに承認者が表示されます。求人またはオファー（あるいはその両方）の承認を要求すると、これらの承認
者が自動的に選択され、システム管理者が設定したデフォルト承認者は上書きされます。

常連承認者リストの変更

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連承認者」タブで、「変更」をクリックします。

3. 1人以上の承認者を選択します。

4. 「選択」をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

結果

承認者リストに承認者が表示されます。求人またはオファーの承認を要求すると、これらの承認者が自動的に選択
され、システム管理者が設定したデフォルト承認者は上書きされます。システムは、ユーザーが「自分の設定」で設定
した承認者リストを変更できません。

常連承認者リストへの承認者の追加

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。
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2. 「常連承認者」タブで、「追加」をクリックします。

3. 1人以上の承認者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

承認者リストに承認者が表示されます。求人またはオファー（あるいはその両方）の承認を要求すると、これらの承認
者が自動的に選択されます。システムは、ユーザーが「自分の設定」で設定した承認者リストを変更できません。

常連承認者リストからの承認者の削除

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連承認者」タブで、「変更」をクリックします。

3. 承認者の名前の上にマウスを重ねます。

4. 表示された をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

結果

この承認者は「自分の設定」の承認者リストに表示されなくなります。
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求人検索

求人検索

採用センターのユーザーは、求人検索を使用して、特定の求人をすばやく検索できます。

求人検索ツールは採用センター・ページの右上隅で使用できます。この機能は、ユーザーの構成プロファイルに構成済
で、ユーザーに適切なユーザー・タイプの権限が付与されている場合に使用できます。

 

 

求人検索を実行する場合は、タイトル、番号、またはキーワードを入力して希望する求人を検索します。ワイルドカード
検索も使用できます。ユーザーの権限とグループ関連に適切な結果のみが返されます。

キーワードを使用して求人検索を実行すると、求人ファイルの次の内容が検索されます。

• 求人番号

• 求人タイトル

• マネージャによる求人タイトル

• 求人の社内用摘要

• 求人の社外用摘要

• 求人サイト要約摘要

• 社内資格

• 社外資格

• 概要

• 追加情報

• 部門

• ポジション

• 求人のUDF

• オファーUDF

• 部門UDF

• 求人のプライマリ場所

• 求人標準フィールド(採用タイプ、状態、ジョブ・スケジュール、ジョブ・レベル、ジョブ・シフト、ジョブ・タイプ、学習レベ
ル、出張可、従業員ステータス)

キーワードを使用して求人検索を実行すると、ストップ・ワードの索引が作成されます。ストップ・ワードは、有意とみな
されないために索引に含まれず、検索から除外される小さい語句です。たとえば、no、not、the、one、and、orおよびす
べての1文字はストップ・ワードです。ストップ・ワードは、引用符またはカッコで囲まれている場合はシステムで考慮され
ます。たとえば、"The GAP"を引用符またはカッコで囲んで検索した場合は、ストップ・ワードである"the"が考慮されま
す。"The GAP"を引用符またはカッコで囲まずに検索した場合は、問合せに含まれるストップ・ワードが無視されます。

求人検索では、ブール演算子ANDが自動的に適用されます。AND、OR、NOT演算子は手動で入力できます。

検索は大文字と小文字を区別しません。

パフォーマンスと管理のしやすさを考慮して、最大300件の一致ファイルが表示されるようになっています。
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求人検索の実行

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 検索ツールで「求人」を選択します。

2. フィールドにデータを入力します。

3. をクリックします。

結果

検索基準を満たす求人が検索結果リストに表示されます。
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求人のアクション

求人の複製

採用センターのユーザーは、求人を複製して既存の求人に類似した求人を作成できます。

求人を複製するには、求人フォームにある アイコンを使用します。このアイコンは、ユーザーに適切なユーザー・タイプ

の権限が付与されている場合に使用できます。ステータスにかかわらず、あらゆる求人を複製できます。

求人を複製すると、「アラート」タブの情報（デフォルトで組織のACE設定に指定されています）と次のフィールドを除くすべ
ての情報が複製されます。  

求人ファイルのセクション 複製されないフィールド

ロジスティクス - 識別 求人番号

ロジスティクス - 識別 理由

ロジスティクス - プロファイル - 派遣求人 ターゲット開始日

ロジスティクス - プロファイル - 派遣求人 ターゲット終了日

ロジスティクス - プロファイル - 派遣求人 開始時間

ロジスティクス - プロファイル - 派遣求人 終了時間

ロジスティクス - 概要 概要

摘要(社外用) - 一般 オープン日

摘要(社外用) - 一般 クローズ日

摘要(社外用) - 一般 担当者名

摘要(社外用) - 一般 連絡先Eメール

摘要(社内用) - 一般 オープン日

摘要(社内用) - 一般 クローズ日

摘要(社内用) - 一般 担当者名

摘要(社内用) - 一般 連絡先Eメール

求人を複製すると、元の求人の承認者リストが求人の承認者の出発点として引き継がれます。求人が承
認用に回覧されず、オープンとして保存された場合、承認者は「承認」タブに残り、日付は承認の実施に関連
付けられません。ユーザーは、ページに表示された承認者の名前の横に日付がない場合、その承認者は求人
を承認していないということを理解しておく必要があります。ここでは、このような状況が起こる場合の一例を示
しています。
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求人の複製

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. をクリックします。

3. 必要に応じて情報を変更します。

一部のフィールドは複製されません。詳細は、複製されないフィールドを参照してください。

4. 「保存」をクリックします。

結果

「求人」リストに求人が表示され、ステータスは「ドラフト」になります。

求人の編集

採用センターのユーザーは、求人を編集し、求人フォームのフィールドの内容を変更できます。

求人を変更するには、求人フォームにある「編集」ボタンを使用します。このボタンは、ユーザーに適切なユーザー・タイプ
の権限が付与されている場合に使用できます。求人を編集する権限を持つユーザーは、編集を許可されている求人に
コメントを入力することもできます。

求人に含まれるフィールドの編集は、各フィールドに設定されたセキュリティ・レベルに従って制御されます。ただし、次のセ
クションに表示されるフィールドは、求人の掲載後は編集できません。

• 「プロファイル」（「従業員ステータス」、「ジョブ・タイプ」、「スケジュール」、「ジョブ・レベル」、「シフト」など）

• 「組織 - 場所 - ジョブ・フィールド」

• 「プレスクリーニング」（注意: 「質問」と「スキル」は、追加できませんが、削除はできます。）

• 候補者選考ワークフロー

• 「予算計画」（「移転費用」など）

• 「報酬」（「通貨」、「ペイ・ベース」、「手数料」、「休暇」など）

• 「その他」（「市民権ステータス」、「超過勤務ステータス」など）

• 「追加情報」

• 「摘要」セクションの「担当者名」、「オープン日」、「クローズ日」

求人のフィールドの編集

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 編集可能なフィールドを変更します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。
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求人の再オープン

「求人の再オープン」アクションでは、採用センターのユーザーが以前に確定または取り消した求人を再オープンするため
に、現在の採用を取り消すオプションや新規募集を追加するオプションを選択できます。

「求人の再オープン」アクションには、次の2つのオプションがあります。

• 募集の追加: 追加募集数を入力できます。「無制限」を選択すると、募集数が無制限になります。

• 候補者の採用の取消: このオプションは、求人に採用された候補者が少なくとも1人は存在する場合にのみ表示さ
れます。

確定した求人の再オープンと募集の追加

前提条件

求人ステータスが「確定」である必要があります。

設定により、この機能がアクティブ化されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「求人の再オープン」を選択します。

3. 「求人の再オープン」ウィンドウで、「募集の追加」の横にあるラジオ・ボタンをクリックして募集数を指定するか、

「無制限」の横にあるラジオ・ボタンをクリックします。

4. コメントを入力します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

ウィンドウが表示され、そこで求人をすぐに掲載するか後で掲載するかを指定します。「はい」をクリックすると、再オー
プンされた求人を掲載するための新しい一連のステップが表示されます。求人の再オープン以前に採用された候補
者は求人にそのまま残り、「採用済」のステップおよびステータスを保持します。確定した求人が再オープンされ、新規
募集が追加される一方で、候補者の採用済ステータスは保持され、元の募集が確定します。

取り消された求人の再オープン

前提条件

求人のステータスが「取消済」になっている必要があります。

このアクションは、下書きのみで取り消された求人には適用されません。

設定により、この機能がアクティブ化されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「求人の再オープン」を選択します。

3. 募集数を指定するか、「無制限」を指定します。

4. コメントを入力します。

5. 「完了」をクリックします。
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結果

確定せずに取り消された求人が再オープンされます。ウィンドウが表示され、そこで求人をすぐに掲載するか後で掲載
するかを指定します。「はい」をクリックすると、再オープンされた求人を掲載するための新しい一連のステップが表示さ
れます。

確定した求人の再オープンと採用の取消

前提条件

求人ステータスが「確定」である必要があります。

このオプションは、求人に採用された候補者が少なくとも1件は存在する場合にのみ表示されます。

設定により、この機能がアクティブ化されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「求人の再オープン」を選択します。

3. 「候補者の採用の取消」の横にあるラジオ・ボタンをクリックします。

4. コメントを入力します。

5. 採用された候補者のステップとステータスを「元に戻す」アクションを使用して元に戻す必要があることを通知する

リマインダが表示されます。 「はい」をクリックします。

「いいえ」をクリックすることはお薦めしません。後で候補者のステップとステータスを変更し忘れた場合、再オープン

した求人には、ステップとステータスが「採用済」の候補者が含まれます。

6. 求人に対応する候補者リストが自動的に表示されます。

7. 候補者名の横にあるチェック・ボックスをクリックし、「他のアクション」リストで、「元に戻す...」をクリックします。

8. コメントを入力します。

9. 「完了」をクリックします。

結果

確定した求人が再オープンされ、候補者の採用は取り消されます。「求人」タブをクリックすると、「求人」ウィンドウで
はこの求人のステータスは「オープン」になっています。「候補者」列の対応する番号をクリックすると、当初採用された
候補者は求人の「候補者」リストに表示されますが、「採用済」ステップに達する以前のステップ/ステータスになりま
す。

求人をテンプレートとして保存

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. をクリックします。

結果

この求人が求人テンプレートになります。このテンプレートは「ライブラリ」メニューの「テンプレート」で使用できます。

求人の保留

前提条件

「保留にする」アクションは、求人が「ソーシング - 掲載解除済」、「ソーシング - 失効済」、「ドラフト」、「承認済」、
「不採用済」のいずれかのステータスの場合に使用できます。
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「オファー」タブのオファーのステータスを「最終開始日で受入」、「仮開始日で受入」、「ネゴシエーション中」、「提示
済」（候補者の応答待ち）にすることはできません。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで、「保留にする...」をクリックします。

3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人に関連するアクティビティが制限または延期されます。求人のステータスは「保留」に変更されます。

保留中の求人の再アクティブ化

前提条件

求人のステータスが「保留」になっている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで、「再アクティブ化...」を選択します。

3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人が再アクティブ化されると、求人のステータスは保留になる前のステータスに戻ります。

「「保留」ステップ後に承認プロセスを再開」設定が使用された場合、求人のステータスは次のように変更されます。

• この設定を「はい」に設定した場合、保留中の求人を再アクティブ化すると、求人のステータスは「下書き」になり
ます。

• この設定を「いいえ」に設定した場合、求人のステータスは保留になる前のステータスに戻ります。

求人確定の指定

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用確定」アクションは、求人のステータスが「オープン - 承認済」、「オープン - 掲載済」、「オープン - 失効済」、
「オープン - 掲載解除済」、「オープン - スケジュール済」の場合に使用できます。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. 「他のアクション」リストで、「採用確定...」を選択します。

3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人が確定すると、残りの候補者のステップは「不採用済」に変更され、該当の求人は求人リストに表示されなくな
ります。
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協力の依頼

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで、「協力を依頼...」をクリックします。

3. 協力者を選択します。

4. 希望するフィールドを入力します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

選択された同僚にこのタスクへの協力を依頼するEメールが送信されます。

協力の返答

前提条件

協力が依頼されている必要があります。

ユーザーが協力を完了している必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで、「自分の協力を返答」を選択します。

3. 協力を選択します。

4. コメントを入力します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

依頼の作成者にユーザーが協力を返答したことが通知されます（作成されたタスクにフラグが付けられます）。

求人ステータスがソーシングでなく、否認済でなく、クローズでない場合は、次のように処理されます。

• 求人ステータスが「ドラフト」の場合、求人に「完了待ち」タスクが作成されます。
• 求人ステータスが「承認済」で、ソーシングの準備が完了している場合、求人に「ソーシング準備完了」タスクが

作成されます。
• 求人ステータスが「承認済」で、ソーシングの準備が完了していない場合、求人に「完了待ち」タスクが作成され

ます。

協力依頼の作成者にタスクが割り当てられ、「タスク」リストにフラグ（AIF）が付けられます。

求人へのコメントの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. をクリックします。
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3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

コメントが求人ファイルの「履歴」タブに表示されます。一度入力したコメントは変更できません。

求人への添付の追加

前提条件

ファイルのウィルス・スキャンが実行されます。ウィルスが検出された場合、ファイルは添付されません。ファイル情報が表
示されるか、別のファイルを添付するよう求められます。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「添付」タブで、「参照」をクリックしてファイルを選択します。

3. 「追加」をクリックします。

結果

「添付」タブに添付が表示されます。ファイルは求人ファイルに添付され、求人へのアクセス権を持つ承認者とユー
ザーで共有できます。

求人からの添付の削除

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「添付」タブをクリックします。

3. 添付ファイル名の上にポインタを置きます。

4. 「削除」をクリックします。

5. 削除を確認します。

求人内の添付の表示

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「添付」タブをクリックします。

3. 添付の名前をクリックします。

求人の印刷

前提条件

一度に最大15個の求人ファイルを印刷できます。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. をクリックします。

3. 各セクションの後に改ページするかどうかを指定します。

4. 印刷するセクションと印刷順序を選択します。
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5. 「印刷(PDF)」をクリックします。

6. PDFが表示されているページをクリックします。

7. Windowsの「ファイル」メニューで「印刷」を選択します。

求人の取消

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「求人の取消」アクションは、求人が「承認済」、「スケジュール済」、「掲載済」、「掲載解除済」、「失効済」、「下書
き」のいずれかのステータスの場合に使用できます。

求人の候補者のうちの少なくとも1人が採用済の場合、またはオファーが提示された場合、「求人の取消」アクション
は使用できません。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで、「求人の取消...」をクリックします。

3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人の「履歴」タブに、入力したコメント、アクションを実行したユーザーの名前とともにイベントが追加されます。求人
のステータスが「取消」になります。求人は企業、人材紹介会社、求人サイトから自動的に掲載解除されます。

誤って求人を取り消した場合は、「他のアクション」リストで求人を再オープンしてください。

求人の削除

前提条件

求人ステータスが「ドラフト」である必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで、「削除...」をクリックします。

3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人のステータスが「削除済」に変更されます。「求人の削除」アクションを実行すると、対象の求人に関連するすべ
てのタスクと現在のアクティビティが削除されます。データベースからの論理的削除のみで、物理的削除ではありませ
ん。

求人の自動入力オプションの使用

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「プリファレンス」タブで、「編集」をクリックします。

3. 「求人ファイルで「自動入力」オプションを使用します。」を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

結果

求人を作成すると、一部のフィールドが自動的に入力されます。

求人に一致する候補者のプレビュー

この機能により、採用センターのユーザーは求人を選択し、特定の一致基準とフィルタに基づいて、その求人に適合する
候補者をプレビューできます。

求人が「キャリア・セクション」に掲載されると、ユーザーは、プロファイルがデフォルトの一致基準とフィルタに一致する候補
者のリストを見ることができます。これは、求人の「掲載とソーシング」タブにある「一致候補者のプレビュー」ボタンを使用
して実行できます。

「一致候補者のプレビュー」ボタンが求人ファイルに表示されるためには、求人に指定された国が、システム管理者によっ
て指定された国と対応する必要があります。たとえば、ユーザーが米国向けのジョブの求人を掲載した場合に、「一致候
補者のプレビュー」ボタンが表示されるのは、ユーザーが一致候補を表示できる国としてシステム管理者が「米国」を選
択している場合です。この機能は、企業が、規制（たとえばEEOの規制）のために、特定の国で掲載されるジョブの一致
候補者のリストをユーザーに見せないようにする場合に役立ちます。

デフォルトの一致基準はシステム管理者によって設定されます。ただし、採用センターのユーザーが アイコンを使用

してこれらのデフォルト基準を変更し、特定の求人についてさらに適した候補者を探すことができます。デフォルトの一致
フィルタもシステム管理者によって設定されます。これらのデフォルト・フィルタもユーザーが変更できます。

ユーザーが適切な候補者を見つけたと判断すると、ジョブに応募するように招待するEメールがそれらの候補者に送信さ
れます。

一致基準

コンピテンシ 最低年俸 「質問」

教育レベル 「居住地」と「場所」 スケジュール

従業員ステータス 「希望するジョブ」と「ジョブ」 シフト

ジョブ・レベル 「希望する場所」と「場所」 出張

ジョブ・タイプ 「希望する組織」と「組織」

一致基準（コンピテンシと質問以外）は、「必須」または「希望」として設定できます。

• 必須: 基準は必須です。ユーザーに表示される候補者リストに記載されるために、候補者はこの特定の基準を満た
す必要があります。

• 希望: この基準は必須ではありませんが、アセットとみなされます。アセットを持たない候補者は、すべての必須基準
を満たさないかぎり一致することはありません。候補者は「希望」基準と一致しなくても不採用になりません。すべての
「必須」基準を満たし、「希望」基準も一部満たす候補者は、ユーザーに表示される候補者リストの上位に記載さ
れます。

「コンピテンシ」および「質問」基準はワイルドカードとみなされます。これらの基準が求人で「必須」と設定されない場合、
または候補者がこれらの基準の回答を入力しない場合でも、その回答は検討されます。このような候補者が一致する
のは、他のすべての必須基準と一致する場合です。これらの基準に回答することで、候補者リストでの候補者の位置が
決まります。
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一致フィルタ

提出ステータス: 少なくとも1つの提出のステータスが次のいずれかである候補者は招待しないでください。

• 新規

• レビュー済

• 一次インタビュー、二次インタビュー、三次インタビュー

• テスト

• オファー

• 採用済

• 不採用済

• 辞退済

ソーシング: 次の候補者を招待するかどうか

• 任意のソース・タイプまたはソースからの応募者

• 選択したソース・タイプまたはソースの1つから少なくとも1回応募した応募者

その他: 次の場所の候補者を招待

• すべての国

• 求人募集している国

• 求人募集している都道府県/州

• 求人募集している地域

過去xか月内に情報が変更された候補者を招待するフィルタ

社内候補者を招待するフィルタ

求人に一致する候補者の表示

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人がキャリア・セクションに掲載されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「キャリア・セクション」セクションで、「一致候補者のプレビュー」をクリックします。

結果

「求人の掲載 - 一致候補者のフィルタ」ウィンドウに、求人と一致する候補者が表示されます。

一致候補者基準の変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人がキャリア・セクションに掲載されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「キャリア・セクション」セクションで、「一致候補者のプレビュー」をクリックします。
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3. 「求人の掲載 - 一致候補者のフィルタ」ウィンドウで、左側のペインの「フィルタ」セクションにある をクリックしま

す。

4. 各タブに含まれる基準を変更します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

「求人の掲載 - 一致候補者のフィルタ」ウィンドウで、選択した基準に応じて、求人に一致する候補者リストが更新
されます。

一致候補者フィルタの変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人がキャリア・セクションに掲載されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「キャリア・セクション」セクションで、「一致候補者のプレビュー」をクリックします。

3. 「求人の掲載 - 一致候補者のフィルタ」ウィンドウで、左側のペインの「フィルタ」セクションにある必要なフィルタを

クリックします。

結果

「求人の掲載 - 一致候補者のフィルタ」ウィンドウで、選択したフィルタに応じて、求人に一致する候補者リストが更
新されます。

求人と一致する候補者へのEメールの送信

前提条件

求人がキャリア・セクションに掲載されている必要があります。

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「キャリア・セクション」セクションで、「変更」をクリックします。

3. 「求人の掲載」ウィンドウで、オプション「このジョブ掲載を一致候補者にEメール」を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人と一致する候補者が、ジョブへの応募を招待するEメールを受け取ります。

候補者の詳細情報の要求

採用センターのユーザーは、「詳細情報の要求」アラートで、一定の条件を満たしていながら提出が完了していない候
補者にEメールを送信できます。

このメッセージは、提出に戻って不足している情報を入力するよう候補者に促します。どの情報が不足しているかは、実
装時に会社別に識別されたフィールドを確認することによって自動検出されます。
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「詳細情報の要求」アラートを設定すると、次のオプションを選択できるようになります。

オプション 説明

すべての必須基準を満たし、少なくともx%の採点結果を持つ候

補者。(0/0)

このオプションは、最低限の結果値を設定するために使用されま

す。リストからパーセンテージを選択します。パーセンテージの右

側には、選択されたパーセンテージを満たすために候補者が必

要とするポイント数が表示されます。パーセンテージを変更する

と、右側の値が再計算されます。必須基準すべてと結果値を満

たす候補者がACE候補者とみなされます。

すべての必須基準を満たし、y個のうち少なくともx個のアセットを

持つ候補者。

このオプションは、最低限のアセット数を設定するために使用され

ます。リストから値を選択します。必須基準すべてと最低限のア

セット数を満たす候補者がACE候補者とみなされます。

候補者がいずれかの条件を満たす場合に情報を要求します。 このオプションを選択すると、結果またはアセット条件のいずれか

を満たしている候補者に通知が送信されます。

候補者が両方の条件を満たす場合に情報を要求します。 このオプションを選択すると、結果とアセット条件の両方を満たし

ている候補者に通知が送信されます。

詳細情報アラートの要求の設定

前提条件

「ACE候補者アラート」セクションで使用する合計と等しいか、それよりやや少ない合計を使用します。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「アラート」タブをクリックします。

3. 「詳細情報の要求」セクションで、「アラートを設定」をクリックします。

4. 希望する基準を選択します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

選択した基準が求人の「アラート」タブの「詳細情報の要求」セクションに表示されます。一定の条件を満たしていな
がら応募情報が不完全な候補者にEメールが送信されます。
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求人タイプ

求人タイプ

採用センターのユーザーは、求人（または要員配置）タイプによって採用を希望する候補者のタイプを指定できます。

指定可能な求人タイプは次のとおりです。

• 専門職: 大半の専門職従業員に対する求人。

• エグゼクティブ: エグゼクティブに対する求人。このタイプの求人では、システム上の非公開のエグゼクティブ候補者の
セキュリティを保護できます。

• 時給: 時給制従業員に対する求人。

• 学生: 学生または学生就職フェアに対する求人。

• 派遣: 人材紹介会社が提出した契約従業員に対する求人。

• パイプライン - 一般

• パイプライン - エグゼクティブ

求人を作成する際、複数の求人タイプがアクティブ化されている場合には、採用センターのユーザーは希望する求人タ
イプを選択するよう要求されます。使用できなくなった求人タイプは選択できませんが、その求人タイプで作成された求
人は、元の求人タイプのままで維持されます。

システム管理者が求人リスト形式で「求人タイプ」列を使用できるようにしていれば、「求人」リストに「求人タイプ」列を
追加できます。システム管理者によって許可されている場合は、「求人タイプ」を「拡張フィルタ」の検索基準として使用
することもできます。

「拡張フィルタ」ウィンドウで「求人タイプ」を選択すると、採用センターのユーザーに一部の求人タイプに対する
アクセス権がない場合でも、すべての求人タイプがリストされます。

統合する場合は、統合チームが求人タイプを手動スクリプトで変更するために、Taleoの担当者が「学生」求人と「時
給」求人を識別する必要があります。この操作は顧客によって1回のみ許可されます。複数の求人タイプがアクティブな
場合、インポート・ファイルを変更する必要があります。

求人テンプレートのタイプの変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. テンプレートをクリックします。

3. をクリックします。

4. 求人タイプを選択します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

求人テンプレートを使用して、指定された求人タイプの求人を作成できます。
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求人所有権とコラボレーション

求人の所有者

求人所有権とは、特定の求人の採用担当者、採用マネージャ、採用担当者アシスタント、または採用マネージャ・アシ
スタントとして選ばれた個人のことです。

求人に使用できるようにするには、採用担当者アシスタントと採用マネージャ・アシスタントのロールがシステム管理者に
よってアクティブ化されている必要があります。この2つのアシスタント・ロールで、採用担当者または採用マネージャを補
佐して求人関連のアクティビティを実行できますが、レポートの観点からは、求人は採用担当者または採用マネージャに
属します。

求人を作成する場合、採用担当者アシスタントまたは採用マネージャ・アシスタントのいずれか、あるいは両方を選任
できます。採用担当者、採用マネージャ、採用担当者アシスタント、採用マネージャ・アシスタントを変更するには、求
人の所有者であるか、「ユーザーが所有者でなくても、求人を所有者と協力者に再割当する」ユーザー・タイプの権限を
持っている必要があります。

「求人」リストを表示する場合、ページの左側にある"所有している"フィルタを使用して求人にクイック・アクセスできま
す。「採用担当者」、「採用マネージャ」、「採用担当者アシスタント」、「採用マネージャ・アシスタント」の各拡張フィルタ
を使用して、特定のユーザーが所有している求人を表示することもできます。

通知（注意インジケータ・フラグ、ワークフロー・イベントの通知など）を送信すると、採用担当者と採用マネージャ以外
に、採用担当者アシスタントと採用マネージャ・アシスタントにも通知が届きます。

システム割当タスク（「完了待ち」、「ソーシング準備完了」、「求人掲載の延長」、確定待ちなど）は、採用担当者では
なく、採用担当者アシスタントに割り当てられます（アシスタントが指定されている場合）。システム割当タスクが採用担
当者アシスタントに割り当てられている場合でも、これらのタスクには採用担当者もアクセスできます。

求人に対して選任された採用担当者、採用担当者アシスタント、採用マネージャ、採用マネージャ・アシスタント、およ
び承認過程の作成者は、承認過程を終了できます。

求人の所有権の変更

前提条件

ユーザーが求人の所有者であるか、適切なユーザー・タイプの権限を持っている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「所有者」セクションで、新規の個人を求人の採用担当者、採用マネージャ、採用担当者アシスタント、および

採用マネージャ・アシスタントとして選択します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

求人の新規所有者に通知が送信されます。

協力者

協力者は、求人の所有者によって選択された、求人プロセスの特定部分を支援または担当する個人です。
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求人のライフ・サイクル全体で多数のユーザーに特別なアクセス権を提供するために、協力者ロールを使用できます。
「協力者」フィールドは、システム管理者によってアクティブ化される必要があります。

求人の所有者（採用担当者、採用マネージャ、採用担当者アシスタント、採用マネージャ・アシスタントなど）は、各
自の求人の協力者として特定した1名以上のユーザーに権限とアクセス権を付与できます。採用担当者、採用マネー
ジャ、アシスタント（該当する場合）は、求人のライフ・サイクル全体で主要な役割を果たします。担当者は、プロセスの
特定部分を支援または担当します。

採用センター以外のユーザーも含めて、削除されていないすべてのユーザーが協力者になることができます（ユーザーが
採用センターのユーザーでない場合も、Taleo E共有センターを使用して承認プロセスに関与できます）。

ユーザーは、求人を作成するときに、求人または採用プロセスの選択したステップを担当する協力者を指定できます。同
じ人物を協力者として使用する場合は、「自分の設定」ページで常連協力者リストを作成できます。常連協力者リスト
を作成すると、「常連協力者の追加」ボタンをクリックすることで簡単に協力者を求人に追加できます。

求人に追加された協力者を変更する場合、ユーザーは求人の所有者である必要があります。ユーザーが求人の所有
者でない場合でも、所有者と協力者に求人を再割当てする権限を持っている必要があります。

求人リストを表示するとき、ユーザーは、ページの左側にある「協力している」クイック・フィルタを使用して、自分が協力し
ている求人にすばやくアクセスできます。

求人の協力者の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人に「所有者」セクションが含まれている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 求人ファイルの「求人」タブで、「編集」をクリックします。

3. 「協力者」セクションの「追加」をクリックします。

4. ユーザーを選択します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

協力者の名前が求人の「協力者」セクションに表示されます。

求人の協力者の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人に「所有者」セクションが含まれている必要があります。

求人に協力者が含まれている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 求人ファイルの「求人」タブで、「編集」をクリックします。

3. 「協力者」セクションで協力者を選択します。

4. 「削除」をクリックします。
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結果

これで、協力者は、「協力者」セクションに表示されなくなります。

常連協力者リストの作成

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「協力者」フィールドは、システム管理者がアクティブ化する必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連協力者」タブで、「追加」をクリックします。

3. 1名以上の協力者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

協力者リストに、求人に関して定期的に協力する個人（協力者）が表示されます。求人の作成時に、「常連協力
者の追加」ボタンを使用してこれらの協力者を利用できます。

常連協力者リストへの協力者の追加

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「協力者」フィールドは、システム管理者によってアクティブ化される必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連協力者」タブで、「変更」をクリックします。

3. 協力者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

協力者が協力者リストに表示されます。求人の作成時に、「常連協力者の追加」ボタンを使用してこの協力者を利
用できます。

常連協力者リストからの協力者の削除

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「協力者」フィールドは、システム管理者によってアクティブ化される必要があります。
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ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連協力者」タブで、「変更」をクリックします。

3. 協力者の名前の上にマウスを置きます。

4. 表示された をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

結果

これで、協力者は、協力者リストに表示されなくなります。求人の作成時に「常連協力者の追加」ボタンは使用でき
なくなります。

求人への常連協力者の追加

前提条件

常連協力者リストを「自分の設定」ページで定義する必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人に「所有者」セクションが含まれている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 求人ファイルの「求人」タブで、「編集」をクリックします。

3. 「協力者」セクションで「常連協力者の追加」をクリックします。

結果

「自分の設定」ページで定義した常連協力者リストが、「協力者」セクションに表示されます。

推奨されるユーザー

ユーザー・セレクタに、推奨されるユーザーを表示するオプションを追加できます。

求人でユーザー・セレクタにアクセスする場合、および「協力者」フィールドがアクティブ化されている場合には、「推奨され
るユーザー」オプションを使用できます。

「推奨されるユーザー」を選択すると、所有者（採用担当者、採用担当者アシスタント、採用マネージャ、採用マネー
ジャ・アシスタント）と対象求人に関連する協力者が表示されます。選択したアクションを完了できるユーザーのみが選択
対象になります。たとえば、求人の承認を要求する場合、求人を承認する権限を持つユーザーのみが表示されます。

推奨されるユーザーの表示

ステップ

1. 求人で、 をクリックしてユーザー・セレクタをオープンします。

2. 「クイック・フィルタ」パネルで、「推奨されるユーザー」を選択します。

推奨されるユーザーのリストが表示されます。

3. 希望するユーザーを選択します。
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候補者のプレスクリーニング・プロセス

採用センターのユーザーは、質問、コンピテンシおよびプレスクリーニング・ツールを使用して最適な候補者を見つけること
ができます。

プレスクリーニング・プロセスは会社によって異なります。基本的なプレスクリーニング・プロセスを次に示します。

コンテンツの所有者は、質問ライブラリでプレスクリーニング質問を作成し、保存します。

採用担当者は求人を作成し、質問ライブラリから質問を追加します。権限を付与されている場合は独自の質問を作
成することもできます。

採用担当者は求人にコンピテンシを追加することもできます。コンピテンシはコンピテンシ・ライブラリで使用できます。

採用担当者は、プレスクリーニング質問とコンピテンシへの回答を使用して候補者をソートできるように、ソート設定を追
加します。これは、回答を「必須」、「アセット」または空白に設定することによって行います。また、採用担当者は特定の
質問またはコンピテンシを重視するために加重を追加できます。「必須、アセットおよび加重基準」を参照してください。

採用担当者は、候補者を引き寄せるために、求人に対して効果的なジョブ適用を作成します。「求人摘要作成のヒン
ト」を参照してください。

候補者は掲載された求人に応募し、プレスクリーニング質問に回答します。

採用担当者は候補者リストで結果を表示します。ACEアラートで設定されたしきい値を満たしている候補者がACE候
補者アイコン で示されます。
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求人の「プレスクリーニング」セクション

求人の「プレスクリーニング」セクションには、不適格者チェック質問、コンピテンシ、およびポジションの上位候補者を見つ
けるための質問を含めることができます。

これらの3つのエレメントの組合せは、システムでACE（ポジションの上位候補者）の識別に使用されるため、ACEプレスク
リーニングと呼ばれます。

不適格者チェック質問は、候補者がジョブに適格であると判断されるための最低要件を含む1問1答方式の質問です。
必須の応答を満たしていない候補者は、応募プロセスからただちに除外できます。不適格者チェック質問は、質問の場
所およびジョブ・フィールドが求人の場所およびジョブ・フィールドと一致する場合に表示されます。

コンピテンシは、ジョブに最適な候補者を見つけるために、候補者の熟達度レベルと経験年数を収集するのに使用さ
れます。 コンピテンシはシステムで指定され、コンピテンシ・ライブラリで使用でき、求人ファイルの「プレスクリーニング」セク
ションに追加できます。

プレスクリーニング質問は、候補者をプレスクリーニングしてジョブの最善の候補者を見つけるために使用されます。プレス
クリーニング質問は、質問ライブラリ内で作成することも、求人内で作成することもできます。

• 質問ライブラリで作成したプレスクリーニング質問は、質問ライブラリで使用でき、求人ファイルの「プレスクリーニング」
セクションへの追加が可能です。

• 求人内で直接作成したプレスクリーニング質問は、その求人にのみ使用でき、質問ライブラリで他の求人用には使
用できません。 後で同じ求人を使用して求人テンプレートを作成した場合、その求人で作成した質問は質問ライブ
ラリには追加されません。ただし、求人テンプレート用に質問を作成した場合は、その質問がライブラリに追加されま
す。求人にリンクされた質問は、求人で複製されるのではなく、再利用されます。 したがって、求人からそのような質
問に加えた変更はすべて質問ライブラリ内の質問にも適用されます。これらの変更は、その質問がリンクされているす
べての求人にも反映されます。

候補者は、コンピテンシと質問に対して回答します。質問とコンピテンシに対する候補者の回答は、システムによってフィ
ルタされ、求人の候補者リストに表示されます。上位候補者はACE候補者アイコン で示され、その候補者が応答

で達成した要件とアセットの数も表示されます。その後、ユーザーは候補者リストを確認し、必要に応じて「必須」、「ア
セット」、「加重」インジケータやACEアラートをリセットしてしきい値を変更することで、有効な上位候補者のプールを取
得できます。
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求人のコンピテンシ

求人のコンピテンシを定義する際には、様々なエレメントを考慮する必要があります。

プレスクリーニング・モデルの適用

求人のコンピテンシを定義する際に、ユーザーは求人に関連付けられている定義済のコンピテンシと質問のモデルを適
用できます。「モデルの適用」をクリックすると、求人の1つの場所または1つのジョブ・フィールドに一致する質問とコンピテン
シが、求人に追加されます。

最小熟達度レベル

求人にコンピテンシを追加する際に、ユーザーは必要な最小熟達度レベルを指定できます。使用できる値は次のとおり
です。

• なし

• 初心者

• 中級

• 上級

• エキスパート

詳細は、「コンピテンシ・アセスメントの定義」を参照してください。

システム管理者は、ユーザーが求人の作成時にコンピテンシ熟達度レベルを選択できるかどうかを定義できます。次
の3つの構成を使用できます。

「簡易」形式: このオプションを選択した場合、ユーザーはコンピテンシの最小熟達度レベルを選択できません。

 

 

「詳細」形式: このオプションを選択した場合、ユーザーはコンピテンシの最小熟達度レベルと、必要な最小経験年数も
選択できます。
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「簡易または詳細」形式: このオプションを選択した場合、ユーザーが「熟達度と経験の最低要件を変更します。」オプ
ションを選択すると、コンピテンシの最小熟達度レベルおよび必要な最小経験年数を選択できるようになります。

 

 

「簡易」形式を使用する場合は、組織全体に対して最小ベースラインが設定されている必要があります。これは、シス
テム管理者が行います。このベースラインにより、候補者がコンピテンシを「有する」ために必要な最小レベルの熟達度お
よび経験が定義されます。キャリア・セクションには、全体的なベースラインの観点から見て"コンピテンシを有する"が何を
意味するかを候補者に説明する文が表示されます。チェック・ボックスが1つのみ表示され、コンピテンスを「有する」候補
者はそれにマークを付けます。

「詳細」形式または「簡易または詳細」形式を使用する場合、候補者は、熟達度、経験、最後にコンピテンシを使用し
た時期およびコンピテンシへの関心レベルを選択するよう求められます。キャリア・セクションでは、様々な選択肢の説明
が候補者に表示されます。

経験の最低要件

熟達度を選択する際に、ユーザーはコンピテンシに関する経験の最低要件を設定する必要があります。使用できる値
は次のとおりです。

• なし

• 1年未満

• 1-5年

• 3-5年

• 5年以上

詳細は、「コンピテンシ・アセスメントの定義」を参照してください。

必須、アセットおよび加重

求人にコンピテンシを追加する際に、ユーザーはコンピテンシがそのポジションに必須であるか、アセットであるかを指定す
る必要があります。コンピテンシに加重を追加して、候補者のプレスクリーニング時にそのコンピテンシをより重視すること
もできます。「必須、アセットおよび加重基準」を参照してください。



101 · Recruiting User Guide

必須、アセットおよび加重基準

ユーザーは、求人に質問やコンピテンシを追加する際に、質問やコンピテンシがそのポジションに必須であるかアセットで
あるかを指定する必要があります。 また、質問やコンピテンシに加重を追加して、候補者のプレスクリーニング時にその
質問やコンピテンシをより重視することができます。

必須基準とアセット基準

必須基準は、候補者がジョブの採用候補になるために、そのコンピテンシや質問への回答を必ず選択する必要があるこ
とを示します。"最低要件"について考えてみましょう。いかなる場合でも、その資格が免除されることはありません。目的
は、すべての採用者が必須資格を満たすようにすることです。

アセット基準とは、候補者がジョブの採用候補になるために、そのコンピテンシや質問への回答を選択することが必須で
はないが、選択した場合は他の候補者から差別化されることを意味します。"強く希望"および"あれば歓迎"の資格に
ついて考えてみましょう。目的は、"最低限の資格を持つ"候補者と"最適な"候補者（ACE候補者）を区別するために
十分なアセットを指定することです。推奨される方法として、まず必須基準を指定し、次にアセット基準を指定および選
択します。アセットのいくつかが"強く希望"で、それ以外が"あれば歓迎"の場合は、加重を使用して差別化します。

例1: 質問1は単一回答の質問であり、候補者は1つの回答のみにチェックします。学士号が必須の場合は、その回答
と、それより上のすべての回答を必須としてマークする必要があります。そうしないと、修士号を持つ候補者が最低要件
を満たしていても、修士号と回答した候補者は要件を満たす候補者としてシステムに記録されません。

必須 アセット

質問1: あなたが修了した最終学歴を教えてください。

高等学校

準学士号

学士号

修士号

PhD

上記以外

例2: 質問2は単一回答の質問であり、候補者は1つの回答のみにチェックします。経験年数2年以上が必須の場合
は、"1～3年"、およびそれより上のすべての回答を必須としてマークする必要があります。そうしないと、経験年数3年以
上の候補者は最低要件を満たしていても、"3～6年"と回答した候補者が要件を満たす候補者としてシステムに記録
されません。

必須 アセット

質問2: あなたのJavaプログラミングの経験年数を教えてください。

未経験

1年未満

1-5年
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必須 アセット

3-6年

6-10年

10年以上

加重基準

加重とは、必須またはアセットのコンピテンシまたは質問への回答に追加される数値で、候補者のプレスクリーニング時に
そのコンピテンシや質問への回答がより重視されるようにします。加重基準は、オプションの第3レベルのフィルタです。加
重を使用するには、加重する回答に対してユーザーが特定の"ポイント"を割り当てます。目的は、作業を簡素化するこ
とです。加重は要件とアセットの絞込みに使用されるため、選択して使用する必要があります。

他にも多くの質問があり、候補者リストの大規模なフィルタリングが必要な大量の求人では、加重が役に立ちます。

加重は、単一回答の質問にも複数回答可の質問にも割り当てることができます。

授与できるポイント数やポイントを授与できる回答の数に制限はありません。ポイントが割り当てられると、パーセンテー
ジが自動的に計算されます。このパーセンテージは、質問リスト全体に対するその質問のポイントの割合を示します。こ
れらのパーセンテージの合計は100%になるため、そのポイントがその質問リストで割り当てられる唯一のポイントかどうか
を推測できます。ポイントのパーセンテージはすべて正規化され、プレスクリーニング質問表の最下部に表示される合計
は100%となります。

求人が大量であるか、第3レベルのフィルタリングを使用するためにユーザーが加重の使用を決定する場合、何に加重す
るかを理解するために注意が必要な使用上のヒントがいくつかあります。

• まず、どの回答にポイントが必要かを決定します。すべての質問や回答に加重が必要なわけではありません。

• 要件ではなくアセットのみに加重します。また、最適な候補者がリストの上位にソートされるように、他のアセットよりも
本当に重視する必要があるアセットのみに加重します。

• アセット・ルールに対する例外の1つとして、前述のように質問の条件が"～以上"である場合は、単一回答の要件
に加重を設定できます。

• もう1つの例外として、一般的に、プレスクリーニングの要件の列がOFCCPコンプライアンス用に厳密に使用される場
合はアセットを使用しませんが、組織によってはそのような場合にリストをソートしやすくするために加重を使用すること
があります。

例1: 質問1は複数回答可の質問であり、複数のアセットが選択される可能性があります。加重により、リストされた他
のアセットよりも重視される（上位の）アセットを指定できます。ここでは、4つのアセットのうちMS Projectが最も重要なア
セットです。4つのアセットのうち3つが加重され、追加のポイントが授与されます。要件とアセットを含んでいるリストを使
用するときは、要件に加重を割り当てないでください。候補者は要件を満たすか満たさないかのいずれかであり、そこにリ
ストされた要件に加重を追加しても、さらに他の候補者と差別化するのには役立ちません。この質問の加重を合計する
と100%になるため、この例では、この質問が質問リスト全体で唯一の加重された質問であると推測できます。加重され
たすべてのアセットを選択した候補者は、アセット・ポイント6点（100%）を授与されることになります。

必須 アセット 加重

質問1: あなたが過去に業務を遂行するために使用したことのあるコンピュータ・アプリケーションを教えてください。該当するものをす

べて選択してください。

MS Access

MS Word

MS Excel
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必須 アセット 加重

MS Publisher 1（17%）

MS Project 3（50%）

Adobe Acrobat 2（33%）

Adobe Pagemaker

上記以外

コンピテンシおよび質問の合計 6（100%）

例2: 質問2は単一回答の質問です。要件に加重を追加する例外の1つが、このような質問の場合です。この例では、
ジュニア・レベルの人事管理ジェネラリストを採用するため、1年以上の経験年数がある候補者すべてが要件を満たしま
すが、希望する経験年数のレベルを指定します。ここでは、すべての選択肢のうち、3～5年を最も望ましいレベルとしま
す。5～7年は中間レベルです。7年～は資格過剰になる可能性があるため、獲得ポイントを最も低くします。

必須 アセット 加重

質問2: あなたの人事管理ジェネラリストとしての経験年数を教えてください。

未経験

1年未満

1年以上3年未満

3年以上5年未満 3（100%）

5年以上7年未満 2（67%）

7年以上 1（33%）

ヒント

• まず必須基準を指定し、次にアセット基準を指定および選択します。

• いくつかのアセットが"強く希望"で、それ以外のアセットが"あれば歓迎"の場合は、加重を使用して差別化します。

• 最初は必須とアセットのみを使用し、加重は使用しないでください。

• 多数のアセットがあり、その一部が他よりも重要であることを示す場合に加重を使用します。
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コンピテンシ・アセスメントの定義

「熟達度」レベル

なし 候補者は、未経験であるか、このコンピテンシについてのトレーニングを受けたことがない。

初心者 候補者は、このコンピテンシについて基本的なトレーニングを受けたことがあり、助けがあれば活用で

きる。実習生として、またはインターンシップを利用して、教室または現場で訓練を受けたことがある。

中級 候補者は、このコンピテンシを活用した経験が少なくとも1度ある。エキスパートの助けが時々必要に

なる場合もあるが、通常は1人でこのコンピテンシを活用できる。

上級 候補者は、助けを必要とせずにこのコンピテンシを活用できる。社内では、このコンピテンシに関す

る"頼りになる人物"とみなされている。業界内でもスペシャリストとして知られている。経験が豊富で

あり、教育コンピテンスを有する場合はこのテーマについて教えることもできる。

エキスパート 候補者は、このコンピテンスに関するすべての質問と、業界に関連した質問に答えられる。このコンピ

テンスの発展、定義または改良にも貢献してきた。このテーマについての論文を発表したことがあり、

よく上級者にアドバイスを求められる。頻繁にジョブを依頼される。

「経験」レベル

なし 候補者は、未経験であるか、このコンピテンシについてのトレーニングを受けたことがない。

1年未満 候補者は、このコンピテンシを必要とする職務経歴が1～11か月ある。

1-5年 候補者は、このコンピテンシを必要とする職務経歴が12～35か月ある。

3-5年 候補者は、このコンピテンシを必要とする職務経歴が36～59か月ある。

5年以上 候補者は、このコンピテンシを必要とする職務経歴が60か月以上ある。

「最後に使用した時期」レベル

なし 候補者は、このコンピテンシを活用したことがない。

現在 候補者は、現在の雇用先でこのコンピテンシを活用している。

過去1年以内 候補者は、過去11か月以内にこのコンピテンシを活用した。

過去1-3年 候補者は、12～35か月前にこのコンピテンシを活用した。

過去3-5年 候補者は、36～59か月前にこのコンピテンシを活用した。

「関心」レベル

なし 候補者は、このコンピテンシの活用または習得にまったく関心がない。

低 候補者は、このコンピテンシを活用した経験が豊富で、必要な知識があるが、このコンピテンシの日

常的な活用にはほとんど関心がない。
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「関心」レベル

中 候補者は、日常のジョブでこのコンピテンシを活用したいと考えている。

高 候補者は、このコンピテンシが必要なジョブに大いに関心がある。このコンピテンシを活用することは、

強い動機付けになる。会社内で、このコンピテンシの活用方法の改善に参加したいと考えている。
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求人摘要作成のヒント

求人摘要には、ジョブに関する情報と必要な資格を記載します。この摘要は、候補者がジョブに応募するときに表示さ
れます。

求人には、現在の従業員を対象にした社内用摘要と社外候補者を対象にした社外用摘要の2種類の摘要を使用で
きます。

効果的なジョブの摘要は、人を惹きつけ、知性的かつ正直である必要があります。優秀な人材にとって魅力的で興味
深く、説得力のある内容にする必要があります。具体的な情報を記載し、能力に重点を置く必要があります。求人の
摘要を作成する場合は、次のヒントを考慮してください。

ヒント 説明

明確なわかりやすいジョブ・タイトル 組織の外部の候補者に内容がわかるタイトルを付けます。

ヘッドライン 簡潔なマーケティング的文言となる"キャッチフレーズ"で始めます。

構造 対象ポジションが組織の中でどのように位置付けられているかを説明します。

環境のタイプ 組織の職場環境を説明します（テンポの速さ、チームの規模の大小、多様なプロジェク

トなど）。

ロールの摘要 ポジションの重要な肯定的側面を中心に説明します。

求められる人材の摘要 資格、重視されるコンピテンシ、関連性の高い経験、性格を列挙します。具体的かつ

簡潔に記載します。

給与/福利厚生/トレーニング/機会 組織がもたらす主な利点を強調します。

ジョブの摘要の書式設定を向上させるために、次のようにすることをお薦めします。

• Windowsメモ帳などの単純なテキスト・エディタにテキストをコピーして貼り付ける。

• テキストをテキスト・エディタからコピーして求人の「摘要」フィールドに貼り付ける。

• 「摘要」フィールドのリッチ・テキスト・エディタを使用してテキストを書式設定する。
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ACE候補者のフィルタリング

ACE候補者にフィルタを適用するために複数のツールが使用可能です。

ACE候補者のソート: 特定の求人の候補者リストには、 アイコンで表されるACE列が含まれます。このアイコンが表

示されている候補者はACE候補者です。候補者リストをACE候補者でソートできます。「要件」、「一致したアセット(X/
Y)」および「結果」列を使用して候補者をソートすることもできます。

クイック・フィルタの使用: ページの左側にある「ACE」フィルタは、求人のACE候補者のみ表示するのに役立つことがあり
ます。「要求された基準に一致」でも、求人ファイルの「プレスクリーニング」セクションのすべての必須基準を満たすアク
ティブな候補者を表示するために候補者リストをすばやくフィルタ処理できます。一致したアセットおよび結果(%)機能を
使用してリストをフィルタ処理することもできます。

「必須」および「アセット」基準の調整: 候補者リストに表示されるACE候補者が多すぎるか少なすぎる場合は、求人の
「プレスクリーニング」セクションに戻って「必須」および「アセット」基準を調整できます。アセットとしてマークした応答は、要
件としてマークされていることがわかります。

ACEアラートの更新: 「必須」および「アセット」基準を調整する場合は、ACEアラートをレビューする必要があります。求
人の「プレスクリーニング」セクションで行った変更に基づいてアセットの選択を調整または設定全体を調整することが必
要な場合があります。
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求人の「プレスクリーニング」セクション - コンピテンシと質問のアクション

コンピテンシと質問モデルの適用

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「求人」タブをクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「プレスクリーニング」セクションで、「コンピテンシ」セクションを探します。

4. 「モデルの適用」をクリックします。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

求人の1つの場所または1つのジョブ・フィールドに一致する質問とコンピテンシが、求人に追加されます。

求人へのコンピテンシの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「編集」をクリックします。

2. 「コンピテンシ」セクションで、「追加」をクリックします。

3. コンピテンシを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

求人ファイルの「コンピテンシ」セクションにコンピテンシが表示されます。

求人からのコンピテンシの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「編集」をクリックします。
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2. 「コンピテンシ」セクションでコンピテンシを選択します。

3. 「削除」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

選択したコンピテンシが、求人の「コンピテンシ」セクションに表示されなくなります。

求人のコンピテンシの順序変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「編集」をクリックします。

2. 「コンピテンシ」セクションで、各コンピテンシに対してリストから順序番号を選択します。

3. 「順序変更」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

コンピテンシを必須にするかアセットにするかの指定

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「求人」タブをクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「コンピテンシ」セクションで、コンピテンシを「必須」にするか「アセット」にするかを指定します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

コンピテンシの最低要件の変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「編集」をクリックします。

2. 「コンピテンシ」セクションで、「熟達度と経験の最低要件を変更します(中級、1-3年)。」オプションを選択しま

す。

3. 「最低熟達度」または「最低経験」（あるいはその両方）の値を変更します。

4. 「完了」をクリックします。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。
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求人への質問の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「編集」をクリックします。

2. 「質問」セクションで、「追加」をクリックします。

3. 質問を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

求人ファイルの「質問」セクションに質問が表示されます。

求人からの質問の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「編集」をクリックします。

2. 「質問」セクションで質問を選択します。

3. 「削除」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

選択した質問が、求人の「質問」セクションに表示されなくなります。

求人の質問の順序変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「編集」をクリックします。

2. 「質問」セクションで、各質問に対してドロップダウン・リストから順序番号を選択します。

3. 「順序変更」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。
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質問を必須にするかアセットにするかの指定

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「求人」タブを選択します。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「質問」セクションで、質問を「必須」にするか「アセット」にするかを指定します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

求人の質問の作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「求人」タブをクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「質問」セクションで、 をクリックします。

4. フィールドに入力します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

質問が求人に追加されます。質問は質問ライブラリには追加されないため、他の求人には使用できません。

求人の質問の複製

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が掲載されていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「求人」タブを選択します。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「質問」セクションで、 をクリックします。

4. フィールドに入力します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

質問が求人に追加されます。質問は質問ライブラリには追加されないため、他の求人には使用できません。
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ACE候補者アラート

ACE候補者アラートでは、採用センターのユーザーが理想的な候補者を識別するためのしきい値を設定し、ACE候補
者が見つかったことを通知するEメールを特定の受信者に送信できます。

ACE候補者アラートでは、ジョブ・オファーのACEアラートしきい値を達成したか上回った候補者をシステムで識別でき
ます。求人ファイルの「プレスクリーニング」セクションのコンピテンシと質問への応答に基づいて上位候補者を識別しま
す。ACE候補者アラートは、「必須」および「アセット」基準に基づきます。候補者は、ユーザーが最初にレビューする候
補者ファイルを決定できるように3つのグループに分かれます。

• ACE候補者: これらの候補者は、すべての「必須」基準および一部の「アセット」基準を満たしているため最初に検
討します。

• 最小限の資格を持つ候補者: これらの候補者は、すべての「必須」基準を満たしていますが「アセット」基準を満たし
ていないためACE候補者の後に検討します。

• その他の候補者: これらの候補者は、「必須」基準を満たしていないため検討しません。

推奨される方法は、常にACE候補者アラートをアクティブにしておくことです。

ACE候補者アラートを設定する場合は、次のオプションが提供されます。

オプション 説明

すべての必須基準を満たし、少なくともx

%の採点結果を持つ候補者。(0/0)

このオプションは、最低限の結果値を設定するために使用されます。リストからパーセン

テージを選択します。パーセンテージの右側には、選択されたパーセンテージを満たすた

めに候補者が必要とするポイント数が表示されます。パーセンテージを変更すると、右

側の値が再計算されます。必須基準すべてと結果値を満たす候補者がACE候補者

とみなされます。求人ファイルの「プレスクリーニング」セクションの「加重」基準を使用し

ない場合は、パーセント加重オプションを使用しないでください。質問の一部で加重を

利用した場合は、ACE候補者アラート設定にも組み込むことができます。単純なアプ

ローチでは、75%の加重結果の使用から開始し、最終的にその%を独自のアプローチに

合った最適に動作する加重に調整します。

すべての必須基準を満たし、y個のうち少

なくともx個のアセットを持つ候補者。

このオプションは、最低限のアセット数を設定するために使用されます。リストから値を

選択します。必須基準すべてと最低限のアセット数を満たす候補者がACE候補者と

みなされます。

<b>いずれか</b>の条件を満たす場合、

候補者をACE候補者とします。

このオプションは、結果またはアセット条件を使用してACE候補者を識別する場合に

使用します。

<b>両方</b>の条件を満たす場合、候

補者をACE候補者とします。

このオプションは、結果およびアセット条件を使用してACE候補者を識別する場合に

使用します。

ACE候補者アラートを設定する場合、採用センターのユーザーには、ACE候補者が見つかったことを通知するEメールを
特定の受信者に送信するオプションがあります。ACE候補者アラートの受信者になるには、ユーザーが次のすべての基
準を満たす必要があります。

• ユーザーはアクティブである必要があります。

• ユーザーには採用センターまたはE共有応答センターへのアクセス権が必要です。

• ユーザーには、求人の求人タイプへのアクセス権が必要です。

• ユーザーは求人のユーザー・グループに属している必要があります。

採用センターのユーザーは、候補者ファイルの情報へのアクセスが制限されている場合でも、ACE候補者アラート受信
者として設定できます。
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すべてのACE候補者アラート受信者は、システム内の候補者情報の表示権限に関係なく、同じ候補者ファイルを受信
します。ACE候補者アラートが設定されている場合、受信者は候補者ファイルからのデータを含むPDFファイルが添付さ
れたEメールを受信します。データを含まない候補者ファイルのセクションは表示されません。すべてのPDFファイルには、
ユーザーの権限にかかわらず情報が次のように表示されます。

• 「一般」または「制限付き」セキュリティ・レベルのフィールドが表示されます。「機密」セキュリティ・レベルのフィールドは
表示されません。

• 受信者が1人しかいない場合は候補者ファイルのラベルが受信者の言語で表示され、それ以外の場合はラベルが
求人のベース言語で表示されます。

• 候補者ファイルに入力された値は、ジョブ応募に使用する言語で表示されます。

• 「規約」ブロックは含まれません。

• Passportの結果は含まれません。

• 候補者添付は含まれません。

ACE候補者アラートの設定

前提条件

推奨される方法は、常にACE候補者アラートをアクティブにしておくことです。

ACE候補者アラートを設定する場合は、理想的な候補者の場合と同様にプレスクリーニング・コンピテンシおよび質
問に回答します。次に、合計アセットおよび加重を計算してACEしきい値を決定します。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「アラート」タブをクリックします。

3. 「ACE候補者アラート」セクションで、「アラートの変更」をクリックします。

4. ACE候補者アラート・ページで、目的の基準を選択します。

5. 「次」をクリックします。

6. 「ACE候補者アラート」ウィンドウで、目的の受信者を選択します。

求人を作成したユーザーは、デフォルトで受信者のリストに追加されますが、削除できます。追加できる受信者

数に制限はありません。

7. 「完了」をクリックします。

結果

求人の「アラート」タブで、基準と受信者が「ACE候補者アラート」セクションに表示されます。

ACE候補者アラートへの受信者の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「アラート」タブをクリックします。

2. 「ACE候補者アラート」セクションで、「アラートの変更」をクリックします。

3. 「次」をクリックします。

4. 「ACE候補者アラート」ウィンドウで、目的の受信者を選択します。
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5. 「完了」をクリックします。

結果

選択した受信者が、ACEアラートを受信する受信者のリストに表示されます。

ACE候補者アラートからの受信者の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「アラート」タブをクリックします。

2. 「ACE候補者アラート」セクションで、「アラートの変更」をクリックします。

3. 「ACE候補者アラート」ウィンドウで、「次」をクリックします。

4. 「ACE候補者アラート」ウィンドウで、受信者の名前の上にマウス・カーソルを移動します。

5. をクリックします。

6. 「完了」をクリックします。

結果

受信者は、ACEアラートの受信者のリストに表示されなくなります。
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求人掲載プロセス

求人掲載では、候補者がジョブに応募するための求人を公開します。

求人が作成され承認されると、次のステップは、その求人を掲載することです。基本的な掲載プロセスとソーシング・プロ
セスは、次のとおりです。採用担当者と候補者が使用するマスターの「ソース追跡」リストをシステム管理者が作成しま
す。採用担当者は、求人をキャリア・セクションに掲載します。採用担当者は、求人サイトや人材紹介会社などのその
他のソースに求人を掲載したり、ゲートウェイを使用してソーシング支援の要求を送信することもできます。候補者はジョ
ブに応募し、ソース追跡情報を入力します。候補者が特定の求人サイトから応募している場合は、追跡が自動化され
ます。候補者は、広告のイベントIDを挿入することもできます。候補者のソースが追跡されると、採用担当者は候補者
ファイルの情報を表示できるようになります。

掲載とソーシング機能へのアクセス

掲載とソーシング機能にアクセスするには、いくつかの方法があります。  

• 求人の掲載準備ができている場合、または求人がすでに掲載されている場合、求人リストの「ステータス詳細」リン
クをクリックすると、求人の「掲載とソーシング」タブが表示されます。

• 求人ファイル内の「他のアクション」メニューからアクセスします。

• 求人ファイル内の「掲載とソーシング」タブからアクセスします。

• 求人リストのコンテキスト依存のアクション・メニュー からアクセスします。

• 「タスク」チャネルから「ソーシング準備完了」リンクをクリックすると、掲載する必要のある求人のリストに直接アクセス
できます。

求人を掲載する場所とサービス

掲載とソーシング機能では、組織でアクティブ化されている内容や権限に応じて、求人を掲載するためのサービスがいく
つか提供されます。

• 内部または外部のキャリア・セクション。

• モバイル・キャリア・セクション: 顧客は、モバイル・デバイスからキャリア・セクションにアクセスできるかどうかを指定でき
ます。候補者が新規人材募集に関するメッセージをモバイル・デバイスで受信し、モバイル・デバイスを使用しながら
ジョブを調べることにした場合、候補者は、モバイル・キャリア・セクションに自動的にリダイレクトされ、ジョブを表示し
て応募できます。システム管理者は、キャリア・セクションがモバイル・キャリア・セクションであるかどうかを指定し、標準
キャリア・セクションをモバイル・キャリア・セクションにリンクします。求人が標準キャリア・セクションに掲載されると、標準
キャリア・セクションがリンクされているモバイル・キャリア・セクションに求人が自動的に掲載されます。採用センターで
求人を掲載する場合、標準キャリア・セクションがリンクされているモバイル・キャリア・セクションは、キャリア・セクション・
リストに表示されません。これは、ユーザーが求人を直接モバイル・キャリア・セクションに掲載しないようにするためで
す。

• eQuest求人サイト: 採用担当者は、eQuestジョブ配信ポータルから複数の求人サイトに求人を掲載できます。採
用担当者は、求人を求人サイトに掲載する前にキャリア・セクションに掲載する必要があります。求人は、必要に応
じて何度でも掲載できますが、同じ求人サイト・アカウントに2回掲載することはできません。求人を掲載済の求人サ
イト・アカウントはすべて、「ソーシング・マネージャ」ページでは使用できません。求人は、少なくともeQuest求人サイ
ト・アカウントへの掲載と同時に外部企業のキャリア・セクションに掲載される必要があります。

• 認定ジョブ掲載配信サプライヤ: 採用担当者は、求人サイトからジョブ掲載を配信する認定ジョブ掲載配信サプラ
イヤ(eQuest以外)を選択できます。新しいタイプのOracle Validated Integration (OVI)では、ジョブ掲載配信サプラ
イヤとの統合が可能になりました。採用担当者は、求人を求人サイトに掲載する前に社外用公開キャリア・セクショ
ンに掲載する必要があります。

• 人材エージェント: ユーザーは、広告代理店に広告を掲載するように依頼できます。

• 新聞、雑誌や業界誌、広告看板、放送などの電子媒体以外の方法。電子媒体以外で希望する方法のリストを
「自分の設定」の「プリファレンス」で作成できます。

• インターネット・マイニングなどのゲートウェイ。

モバイル・キャリア・セクションに関する重要な情報
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求人を掲載すると、モバイル・キャリア・セクションの掲載開始日および終了日が動的に計算されます。モバイル・キャリ
ア・セクションの掲載開始日および終了日は、モバイル・キャリア・セクションがリンクされている標準キャリア・セクションの日
付に基づきます。

• モバイル・キャリア・セクションが単一の標準キャリア・セクションにリンクされている場合は、標準キャリア・セクションの掲
載開始日および終了日が使用されます。

• モバイル・キャリア・セクションが複数の標準キャリア・セクションにリンクされている場合は、標準キャリア・セクションの中
で、最も早い開始日と最も遅い終了日が使用されます。

求人を標準キャリア・セクションに掲載すると、標準キャリア・セクションがリンクされているモバイル・キャリア・セクションに求
人が同時に掲載されます（該当する場合）。ただし、標準キャリア・セクションが最初にモバイル・キャリア・セクションにリン
クされた場合は、標準キャリア・セクションに現在掲載されているすべての求人がモバイル・キャリア・セクションに掲載され
ます。この掲載プロセスは、2つのキャリア・セクションがリンクされた数分後に開始するように設定されています。求人の掲
載に必要な期間は、標準キャリア・セクションで使用可能な掲載ボリュームによって決まります。
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キャリア・セクションへの求人の掲載

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人のステータスが、「オープン - 承認済」、「オープン - 掲載解除済」、「オープン - 失効済」のいずれかであること
が必要です。

組織、場所およびジョブ・フィールドがキャリア・セクションに関連付けられていない必要があります。または、求人とキャ
リア・セクションの組織、場所およびジョブ・フィールドが一致している必要があります。

キャリア・セクションはアクティブである必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「キャリア・セクション」セクションで、「変更」をクリックします。

3. 内部または外部（あるいはその両方）のキャリア・セクションに求人を掲載するかどうかを決定します。

「表示」列は、外部の大衆と内部の従業員のどちらがキャリア・セクションを表示できるのかを示します。

4. 右端のチェック・ボックスを選択して、希望するキャリア・セクションを選択します。

5. 希望するキャリア・セクションの掲載開始日と終了日を選択します。

掲載開始日および終了日のデフォルト値は、システム管理者が設定できます。ただし、必要な場合は、ユー

ザーが掲載時に変更することもできます。

6. 必要に応じて、「「急募」のジョブとして掲載」を選択します。ジョブがキャリア・セクションに掲載されるときに、急募

を示す赤の感嘆符が表示されます。 

7. プロファイル情報が求人に一致する候補者にEメールを送信する場合は、「このジョブ掲載を一致候補者にEメー

ル」オプションを選択します。

8. 「完了」をクリックします。

結果

求人のステータスが「掲載済」になります。掲載に関する情報は、求人の「掲載とソーシング」タブの「キャリア・セクショ
ン」に表示されます。求人が掲載された後、候補者は応募を開始できます。
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eQuest求人サイトからの求人掲載

採用担当者は、eQuestジョブ配信ポータルから複数の求人サイトに求人を掲載できます。

eQuest求人サイト・アカウントはシステム管理者によって作成されます。これらのアカウントは、システム管理者によって
定義された同じユーザー名とパスワードを使用して、最初にeQuestで作成する必要があります。そのため、特定のアカウ
ントで使用可能な求人サイトはeQuestによって設定されます。システム管理者は必要に応じて複数のアカウントを作成
できます。ただし、デフォルトのアカウントとして指定できるのは、1つのアカウントのみです。

コアの求人サイトのリストは、Recruiting Cloud Serviceサブスクリプションにバンドルされています。顧客は求人サイトを
追加するには、eQuestを使用する必要があります。

Taleo Enterpriseのコアの求人サイト

Monster: 全米および海外

USAJOBS: アメリカ

CareerBuilder: アメリカ

LinkedIn: 全米および海外

Workopolis: カナダ

SEEK: アジア太平洋

ワイルドカード: Taleo契約の開始時にeQuestで、現在電子的にサポートされている求人サイトのリストから、その他の求人サイト

を1つ選択できます("その他のコア・サイト")。eQuestでは、eQuestとの次の契約応当日から顧客がその他のコア・サイトを1年につ

き1回まで変更できるプロセスをサポートしています。

顧客が前述のリストにない求人サイトへのジョブ掲載の配信を要求した場合は、eQuestと顧客の直接契約によって管
理されているeQuestにこのような内容が要求されることがあります。

eQuestに対してTaleo Enterprise統合設定が完了すると、eQuestは顧客と直接連携して、適切な認証情報の収
集、コアの求人サイトまたはコアでない求人サイトへの設定の完了、顧客のレポートおよび分析に関連した構成を行い
ます。eQuestは、ジョブ掲載ごとに関連付けられたキー・データ・エレメントを一覧にしたアクティビティ・レポートを毎月顧
客に提供します(挿入日、採用担当者名、求人番号、ジョブ・タイトルとジョブの場所、eQuestの前月の全トランザク
ションなど)。

eQuest求人サイトからの求人掲載

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人のステータスが、「オープン - 掲載済」であることが必要です。

求人は、eQuestに送信する前にキャリア・セクションに送信する必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「求人サイト」セクションで、サプライヤ・ドロップダウン・リストから「eQuest」を選択します。

3. アカウントを選択します。

4. 「掲載」をクリックします。

5. eQuestによって要求された情報を入力します。
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6. 「提出」をクリックします。

結果

求人のステータスが「掲載済」になります。掲載に関する情報が求人の「求人サイト」セクションに表示されます。求
人が掲載された後、候補者は応募を開始できます。

eQuest機能を使用すると、ユーザーは、Taleoの担当外の別のサービスを利用できます。eQuestを通じて特定の求
人サイトに求人を掲載すると、Taleoが提供するサービスとは別に、追加のコストや料金がかかる場合があります。選
択内容は、eQuestポータルを終了して「採用」に戻ると有効になります。掲載が完了すると、日付とステータスに関
する情報が、求人の「掲載とソーシング」タブに表示されます。

求人サイトへの将来の開始日での求人掲載

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人のステータスが、「オープン - 掲載済」であることが必要です。

求人を求人サイトに掲載する前に社外用公開キャリア・セクションに掲載する必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルの「オープン日」フィールドに、現在の日付より新しい日付を入力します。

2. 「掲載とソーシング」タブを選択します。

3. 今日の日付を「開始日」フィールドに指定して、内部と外部の両方の候補者が使用できない内部キャリア・セク

ションに求人を掲載します。

4. 「求人サイト」セクションで、ジョブを求人サイトに表示する将来の日付を指定して、eQuestにジョブを掲載しま

す。
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認定ジョブ掲載配信サプライヤからの求人掲載

新しいタイプのOracle Validated Integration (OVI)では、ジョブ掲載配信サプライヤと統合できるようになったため、顧客
は最適なサプライヤを選択できます。

顧客は最初に、最適なジョブ掲載配信サプライヤと契約を結ぶ必要があります。サプライヤは認定統合を提供するため
にOracleと連携する必要があります。希望するサプライヤでこのような統合が可能な場合、顧客は顧客のゾーンで使用
可能な統合を要求できます。次に、求人サイトにジョブ掲載を配信する権限がある採用センターのユーザーは、これらの
認定ジョブ掲載配信サプライヤを選択できます。

採用担当者は、求人の「掲載とソーシング」タブの「求人サイト」セクションから認定ジョブ掲載配信サプライヤを選択で
きます。採用担当者が求人をジョブ掲載配信サプライヤに掲載するには、最初に、社外用公開キャリア・セクションに求
人を掲載する必要があります。

サプライヤとアカウントを選択して「掲載」ボタンをクリックすると、採用担当者は言語を選択するよう求められます(複数の
言語で求人を配信するように統合が構成されていた場合)。 ジョブ掲載配信サプライヤに提供した求人のコンテンツは、
選択した言語で表示されます。

次に、採用担当者は、異なる情報の表示が必要なページに移動します。ページのメインの部分はサプライヤが提供しま
す。求人情報の一部は自動的にサプライヤに提供されます。サプライヤに要求されたいくつかのフィールドを事前に入力
することができます。採用担当者は情報を入力し終えると、採用センターの「掲載とソーシング」タブに戻ります。求人を
掲載した求人サイトを表示するために求人サイト掲載リストが更新されます。

求人サイト掲載リストに、求人の掲載/掲載解除が行われた求人サイト、求人が掲載されるようにスケジュールされた
求人サイトなどがすべて表示されます。ジョブ掲載配信サプライヤに関連する次の情報とアクションが表示されます。

• サプライヤ: ゾーンでアクティブな様々なサプライヤ、認定ジョブ掲載配信サプライヤまたはeQuestが表示されます。

• アカウント: 現在のユーザーが使用可能なアカウントが表示されます。 「アカウント」リストは、ユーザーに最も関連性
の高いアカウントが表示されるようにソートされています(ユーザー・アカウントで構成された情報に基づいています)。

• 求人サイト: 求人サイトの名前。

• 言語: 求人サイトに求人を掲載した際の言語。

• ステータス: 求人サイトのステータス。全ステータスについては、後述のリストを参照してください。

• 開始日: 求人掲載の開始日。

• 終了日: 求人掲載の終了日。

• 掲載: 「掲載」ボタンにより、求人のジョブ配信プロセスが開始されます。 掲載は、選択したサプライヤとアカウントを
使用して実行されます。 複数のサプライヤおよびアカウントを使用して同じ求人を掲載できます。 これを実行するに
は、掲載プロセスを複数回繰り返す必要があります。

• 掲載解除: 「掲載解除」ボタンにより、個々の求人サイトから求人の掲載を解除できます。 掲載解除要求がジョブ
掲載配信サプライヤに送信され、求人の掲載が解除されます。 ユーザーに必要なアクションはこれ以上ありません。

• すべて掲載解除: 「すべて掲載解除」ボタンにより、求人が現在掲載されているすべての求人サイトから求人の掲載
を解除します。 掲載解除要求がジョブ掲載配信サプライヤに送信され、求人の掲載が解除されます。 ユーザーに
必要なアクションはこれ以上ありません。

• ステータスのリフレッシュ: 「ステータスのリフレッシュ」ボタンにより、「求人サイト」リストに表示される情報を更新します。
このリストの情報は自動的に更新されません(「掲載解除」が実行されるなどのアクションがない場合)。 ユーザーが
最新の情報を取得するには、「ステータスのリフレッシュ」ボタンをクリックする必要があります。

ジョブ掲載配信サプライヤから掲載したジョブのステータス値は次のとおりです。

• 未掲載

• 未完了

• 権限が必要

• 掲載のスケジュール済

• 処理中

• 掲載要求の処理中
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• 掲載済

• 掲載済 - ユーザー更新未完了

• 掲載済 - 掲載解除要求の処理中

• 掲載済 - 更新要求の処理中

• 掲載済 - 更新権限が必要

• 掲載解除済

• 失効済

• エラー

求人ファイルの「履歴」タブで、ジョブ配信機能を使用して次の3つのイベント・タイプを作成できます。

• 求人掲載(求人サイト): 「掲載」ボタンをクリックしたときに使用されます。

• 求人掲載解除(求人サイト): 「掲載解除」ボタンまたは「すべて掲載解除」ボタンをクリックしたときに使用されます。

• 求人掲載ステータスの変更: ステータスが、「掲載済」、「失効済」、「掲載解除済」、「エラー」などにかかわらず、求
人サイトへ掲載した際に表示されたステータスが変更されたときに使用されます。

顧客によっては、顧客企業のWebサイトから表示できない非公開キャリア・セクションを作成する場合がありま
す。これらの非公開キャリア・セクションを使用して、主にジョブ応募に関する追加情報を提供するために特定
の候補者を招待します(ジョブ固有のURLを使用)。非公開キャリア・セクションは、通常、標準キャリア・セクショ
ンよりジョブの表示期間が長くなります。求人がジョブ掲載配信サプライヤに掲載され、候補者が非公開キャリ
ア・セクションにリダイレクトされる場合があります。これは、ジョブが標準キャリア・セクションに掲載されなくなり、
キャリア・セクションの順序が下位であることが考慮されたためです(ジョブ固有のURLからアクセスする候補者を
リダイレクトするためにシステムが評価するキャリア・セクションでの順序)。候補者がジョブをクリックすると、非公
開キャリア・セクション(ジョブが掲載されている唯一のキャリア・セクション)にリダイレクトされます。この動作は次
のリリースで強化される予定です。候補者は、非公開キャリア・セクションではないキャリア・セクションのURLに
自動的にリダイレクトされるようになります。キャリア・セクションの順序は継続して使用されますが、非公開キャリ
ア・セクションは検討対象となっています。

認定ジョブ掲載配信サプライヤへの求人掲載

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人のステータスが、「オープン - 掲載済」であることが必要です。

求人を求人サイトに掲載する前に社外用公開キャリア・セクションに掲載する必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「求人サイト」セクションで、「サプライヤ」と「アカウント」を選択します。

3. 「掲載」をクリックします。

4. サプライヤによって要求された情報を入力します。

5. 「提出」をクリックします。

結果

求人のステータスが「掲載済」になります。掲載に関する情報が求人の「求人サイト」セクションに表示されます。求
人が掲載された後、候補者は応募を開始できます。
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求人掲載と人材エージェントの比較

人材エージェント経由で求人を掲載するには、人材紹介会社ポータル、アプリケーション・フロー、人材紹介会社、エー
ジェントの作成などの多くのアクションの他に、システム管理者、ユーザー、エージェント、候補者などの多数の主体が必
要になります。

人材紹介会社ポータル（人材紹介会社タイプのキャリア・セクション）は、組織が人材紹介会社と直接交渉することを
可能にする完全に統合されたソリューションです。この機能は、1つ以上の人材紹介会社ポータル内で人材紹介会社
専用のアプリケーション・フローを提供することにより、組織の候補者およびジョブの秘密を守ります。

掲載エージェント経由で求人を掲載するには、次のことが必要です。

求人を作成した後、採用担当者は、人材エージェントを使用して、自分でジョブの候補者を見つけます。使用可能な
エージェントのリストは、求人のために選択した組織、場所およびジョブ・フィールドに応じて変化します。採用担当者は、
求人をジョブ・リストに掲載する人材エージェントを1つ以上選択した後、候補者紹介が許可される開始時間と終了時
間を確認します。このプロセスは、求人がオープンされてから内部または外部のキャリア・セクションに掲載されるまでの間
に実行することに注意してください。エージェントは専用のキャリア・セクション（人材紹介会社ポータル）を通じて求人にア
クセスするからです。

ジョブの候補者を紹介するように求めるEメールが人材エージェントに送信されます。人材エージェントは、Taleo人材紹
介会社ポータルにサイン・インし、自分に関連付けられた求人を探し、候補者を紹介します。人材エージェントはその権
限に応じて、データベースにすでに存在する候補者またはジョブ応募レベルで紹介済の候補者を紹介できます。詳細
は、「候補者紹介の構成」を参照してください。

候補者を紹介したエージェントを変更するとき（最初の紹介元エージェントを再選択し、最初の所有権が失
効している場合）、変更が有効になるのは、別のエージェントを最初に選択し、別の変更を加えて、最初の
エージェントを再選択した場合です。

紹介された候補者は、Eメールを受信します。そのEメールは、候補者がジョブのエージェントにより紹介されたという旨が
記載されており、エージェントが提出したプロファイル情報をレビューするように求める内容となっています。

その後、候補者データベースを検索するとき、採用担当者は、このアイコン を使用して、エージェントが紹介した候

補者を簡単に識別できます。候補者ファイルの「トラッキング」タブには、人材紹介会社の名前と、候補者を紹介した
エージェントの名前も表示されます。エージェントが紹介した候補者は、エージェントが所有する候補者とみなされます。
ただし、ユーザーは、エージェントの所有権を削除できます。ユーザーは、重複チェックを実行し、候補者がデータベースに
すでに存在するかどうかを検査できます。

候補者紹介のためのエージェントの招待

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が承認されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「人材エージェント」セクションで、「変更」をクリックします。

3. エージェントを選択します。

「エージェント・セレクタ」ウィンドウにエージェントが表示されない場合は、システム管理者に問い合せて、キャリア・

セクションとエージェントが適切に作成されていることを確認します。

4. エージェントの開始日と終了日を選択します。
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5. 「掲載」をクリックします。

6. 「完了」をクリックします。

結果

エージェントは、組織内の有効な求人の候補者を紹介するために招待されました。求人がエージェントに掲載される
と、「アクション」列で「削除」ボタンが使用できなくなります。
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電子媒体以外の方法への求人の掲載

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人がキャリア・セクションに掲載されている必要があります。求人のステータスが、「オープン - 承認済」であることが
必要です。

電子媒体以外の方法に求人を掲載するときは、いくつかの情報、たとえば、デフォルトの人材紹介会社、求人詳
細、OLF、採用マネージャ、摘要、資格、連絡事項のプレビューなどが欠落します。ユーザーは、これらの掲載オプ
ションのいずれかに掲載する前に、求人詳細をレビューすることをお薦めします。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「電子媒体以外の方法」セクションで、「サービスの要求」をクリックします。

3. 「メディア」を選択します。

電子媒体以外で希望する方法の中からメディアを選択する場合は、左ペインにある「電子媒体以外で希望す

る方法」オプションを選択します。

4. 掲載の開始日と終了日を指定します。

5. 「次」をクリックします。

6. 「求人の掲載」ページで、ジョブ広告を掲載する人材紹介会社を選択します。

7. 「完了」をクリックします。

結果

人材紹介会社は、選択した電子媒体以外の方法（新聞、雑誌、広告看板など）に求人を掲載する要求を受信し
ます。
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履歴書の検索の要求

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人のステータスが、「オープン - 承認済」、「オープン - スケジュール済」、「オープン - 掲載済」、「オープン - 掲載
解除済」、「オープン - 失効済」のいずれかであることが必要です。

履歴書の検索(インターネット・マイニング)を要求するときは、いくつかの情報、たとえば、デフォルトの人材紹介会社、
求人詳細、OLF、採用マネージャ、摘要、資格、連絡事項のプレビューなどが欠落します。ユーザーは、これらの掲
載オプションのいずれかに掲載する前に、求人詳細をレビューすることをお薦めします。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「インターネット・マイニング」セクションで、「サービスの要求」をクリックします。

3. 「求人の掲載」ページで、人材紹介会社を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

人材紹介会社は、インターネット上の履歴書を検索する要求を受信します。
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ソーシング方法の要求

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人のステータスが、「オープン - 承認済」であることが必要です。

ソーシング方法を要求するときは、いくつかの情報、たとえば、デフォルトの人材紹介会社、求人詳細、OLF、採用
マネージャ、摘要、資格、連絡事項のプレビューなどが欠落します。ユーザーは、これらの掲載オプションのいずれかに
掲載する前に、求人詳細をレビューすることをお薦めします。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「ソーシング方法の要求」セクションで、「サービスの要求」をクリックします。

3. 「求人の掲載」ページで、人材紹介会社を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

人材紹介会社は、関連メディアを検索する要求を受信します。
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求人に一致した候補者へのEメール送信

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「キャリア」セクションで、「一致候補者のプレビュー」を選択します。

3. 「求人の掲載 - 一致候補者のフィルタ」ウィンドウで、Eメールの宛先となる候補者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

選択した候補者にジョブへの応募を案内するEメールが送信されます。
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USAJOBSからの候補者情報のインポート

USAJOBS（米国連邦政府の公式求人サイト）からの候補者は、Taleoキャリア・セクションに自動的にログイン
し、USAJOBSプロファイルをジョブ応募に自動的にインポートできます。

USAJOBSを通じて応募する場合は、次の基本的なアクティビティ・フローが発生します。

USAJOBSへの求人の掲載

求人は、eQuestを通じてUSAJOBS Webサイトに掲載できます（求人は、同じ方法で他の求人サイトに掲載されま
す）。

USAJOBSでのアカウントの作成

USAJOBSにアカウントを作成する場合、候補者は名前、電話番号、Eメール・アドレスなどの一般情報を入力して一
般プロファイルを作成する必要があります。職務経歴、学歴、照会先を入力して履歴書を作成する必要もあります。候
補者は複数の履歴書を作成できますが、求人に応募する際にはそのうちの1つのみを使用できます。

USAJOBSのジョブへの応募

候補者は、USAJOBS Webサイトにログインし、応募するジョブを検索し、USAJOBS Webサイトで作成した履歴書を
選択して、「Apply online!」ボタンをクリックします。候補者は、Taleoキャリア・セクションにリダイレクトされ、応募プロセス
を完了します。

USAJOBS Webサイトで応募したときに候補者がリダイレクトされるTaleoキャリア・セクションでは、「OpenIDオ
プションの表示」オプション（「構成」 > [キャリア・セクション]管理 > 「キャリア・セクション」 > キャリア・セクションを
クリック > 「サイン・イン」）が「はい」に設定されている必要があります。そうでない場合は、USAJOBSからの候
補者に「アクセスが拒否されました」エラー・メッセージが表示されます。これは既知の問題です。

候補者がTaleoキャリア・セクションに初めてアクセスするときに、アカウントがあるかどうかを確認するサインイン・ページが
表示されます。3つのオプションが使用可能です。

• オプション1: 候補者が以前にTaleoキャリア・セクションに応募したためアカウントを持っている場合は、キャリア・セク
ションの資格証明でログインし、USAJOBSプロファイル情報をインポートすることを選択できます。候補者がログイン
すると、USAJOBS IDが既存のTaleoキャリア・セクション候補者IDにリンクされます。

• オプション2: 候補者が以前にTaleoキャリア・セクションに応募したためアカウントを持っている場合は、キャリア・セク
ションの資格証明でログインし、USAJOBSプロファイル情報をインポートしないことを選択できます。候補者がログイ
ンすると、USAJOBS IDが既存のTaleoキャリア・セクション候補者IDにリンクされます。

• オプション3: 候補者がTaleoキャリア・セクションに一度も応募したことがないためアカウントを持っていない場合は、ア
カウントの作成を求められます。候補者がその処理を行うと、USAJOBSプロファイルが自動的にインポートされ、新
規アカウントが候補者のUSAJOBS IDにリンクされます。

USAJOBSアカウントのEメール・アドレスがTaleoキャリア・セクションに格納されているEメール・アドレスと同一
の場合は、Eメール・アドレスが候補者プロファイルにすでにリンクされていることを候補者に通知するメッセージ
が表示されます。候補者は、キャリア・セクション・アカウントのユーザー名とパスワードを入力すること（2つアカウ
ントをリンクするため）、および既存の候補者プロファイルを使用して応募することを求められます。

新規キャリア・セクション・アカウントの作成

候補者がオプション3を選択した場合は、キャリア・セクションにログインするためのユーザー名とパスワードを指定する必要
があります。そこから、標準の候補者作成プロセスが実行されます。

USAJOBSからの候補者情報のインポート

候補者の情報がUSAJOBSからインポートされます。その結果、応募フローの一部のフィールドに、候補者
のUSAJOBS一般プロファイルおよび履歴書からの情報が自動的に入力されます。ファイル添付に含まれる情報ではな
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く、USAJOBSで手動で入力された履歴書情報がインポートされます。また、応募フローの一部ではないインポートされ
た情報は、Taleo候補者ファイルに保存されますが、候補者はそれを表示できません。

次の表に、コンテンツをUSAJOBSからインポートできるTaleoキャリア・セクション・フィールドを示します。

個人情報 職務経歴 照会先 学歴

住所(1行目) 現在のジョブ Eメール・アドレス 市区町村

住所(2行目) 終了日 名 教育レベル(取得学位)

携帯電話番号 他の雇用主 姓 成績平均

市区町村 その他の機能 ミドル・ネーム 成績平均/満点

Eメール・アドレス 開始日 組織 卒業日

FAX番号 電話番号 その他の教育機関

名 タイトル その他のプログラム

自宅電話番号 タイプ

ジョブ・タイプ

姓

ミドル・ネーム

居住地

希望する場所

シフト勤務可能性グリッド

勤務先電話番号

郵便番号

USAJOBSの候補者一般プロファイルに添付されているファイルは、Taleoキャリア・セクションにインポートできません。

USAJOBSはTaleoと異なり2つの別々のフィールドを使用しないため、USAJOBS履歴書の「Reference Name」
はTaleoの「照会先の名」フィールドにインポートされます。

USAJOBSに戻る

候補者がジョブ応募を完了すると、ありがとうございましたページが表示されます。候補者は、ページのリンクをクリックし
てUSAJOBS Webサイトに戻ることができます。クライアントは、USAJOBS Webサイトに戻る追加のリンクを他のキャリ
ア・セクション・ページ（自分の提出ページなど）に追加することも検討できます。候補者は、USAJOBSのApplication
Statusページにアクセスすることで、提出のステータスを監視できます。候補者が候補者選考ワークフローの様々なス
テップおよびステータス間で移動すると、ステータス更新通知がUSAJOBSに送信され、Application Statusページに最
新の情報が表示されます。応募ステータス更新の詳細は、「USAJOBSへの候補者提出ステータス更新の送信」を参
照してください。

デフォルトでは（応募ステータス更新機能を使用して他の構成がされていないかぎり）、USAJOBSの応募ステータスは
次のようになります。

• Application Received: 候補者が「USAJOBSに戻る」リンクをクリックした場合に設定されます。

• Application Status not Available: 候補者が「USAJOBSに戻る」リンクをクリックしていない場合に設定されます。

USAJOBSでの既存の応募の更新または新規ジョブへの応募
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候補者が新規キャリア・セクション・アカウントを作成するか、既存のアカウントを使用して、USAJOBSを通じてTaleoキャ
リア・セクションにアクセスすると、USAJOBSアカウントとキャリア・セクション・アカウントがリンクされます。その結
果、USAJOBSを通じて既存の応募を更新するか、新規ジョブに応募すると、候補者はキャリア・セクションに自動的に
ログインし、ユーザー名やパスワードを提供する必要はありません。

候補者は、USAJOBSプロファイルおよび履歴書を変更した場合、候補者の提出にアクセスする前に再インポートでき
ます。キャリア・セクションにログインすると、応募フローに、更新された候補者のUSAJOBS一般プロファイルおよび履歴
書からの情報が自動的に入力されます。
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求人掲載アクション

キャリア・セクションからの求人の掲載解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人が承認されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「キャリア・セクション」セクションで、「変更」をクリックします。

3. 「求人の掲載」ページで、「掲載予定」の横にあるチェック・ボックスの選択を解除します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人のステータスは、「掲載解除済」です。候補者は、このキャリア・セクションから応募できなくなります。

求人の掲載が解除されており、社外用公開キャリア・セクションに1つも掲載されていない場合は、「すべての求人サ
イトへの掲載を解除する」オプションを使用してすべての求人サイトから同時に掲載を解除できます。

求人サイトからの求人の掲載解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「求人サイト」セクションで、「掲載解除」をクリックします。

結果

求人サイトの掲載のステータスは、「掲載解除済」です。候補者は、この求人サイトから応募できなくなります。

すべての求人サイトからの求人の掲載解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「求人サイト」セクションで、「すべて掲載解除」をクリックします。

結果

求人の掲載解除の要求が求人サイトに送信されます。
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電子媒体以外の方法からの求人の掲載解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人がキャリア・セクションに掲載されている必要があります。

求人が承認されている必要があります。

掲載は、期限超過になっていない必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「電子媒体以外の方法」セクションで、「サービスの要求」をクリックします。

3. 電子媒体以外の方法の名前の上にマウスを置きます。

4. をクリックします。

求人の掲載の許可

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人の掲載を許可するためには、それまでに求人の掲載が禁止されている必要があります。

「掲載を許可」アクションを使用できるのは、求人のステータスが「ドラフト」、「不採用済」、「承認待ち」、「承認済」
のいずれかであるときです。

ステップ

1. 求人ファイルの「他のアクション」リストで「掲載を許可」を選択します。

2. コメントを入力します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

求人の「履歴」タブに、イベントが入力したコメントとともに追加されます。求人ファイルの左側のパネルと求人リスト
に アイコンが表示されなくなります。これで、掲載が禁止されていた求人が掲載できるようになります。

求人の掲載の禁止

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「掲載不可にする」アクションを使用できるのは、求人のステータスが「ドラフト」、「不採用済」、「承認待ち」、「承認
済」のいずれかであるときです。

ステップ

1. 求人ファイルの「他のアクション」リストで「掲載不可にする」を選択します。

2. コメントを入力します。

3. 「完了」をクリックします。
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結果

求人の「履歴」タブに、イベントが入力したコメントとともに追加されます。求人ファイルの左側のパネルと求人リスト
に アイコンが表示されます。

「掲載とソーシング」アクションは使用できなくなります。求人を掲載するには、ユーザーは「掲載の許可」アクションを
使用する必要があります。

エージェントの候補者紹介の禁止

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「人材エージェント」セクションで、「変更」をクリックします。

3. 「掲載解除」をクリックします。

4. 「完了」をクリックします。

結果

エージェントは、組織内の有効なポジションの求人に候補者を紹介するために招待された状態ではなくなります。

求人の掲載およびソーシングの依頼

前提条件

「ソーシング構成の要求」アクションは、求人が「オープン」（「承認済」）ステータスの場合に使用できます。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. 「他のアクション」リストで、「ソーシング構成の要求」を選択します。

3. 協力者を選択します。

「協力者」セレクタでは、アクティブなユーザーである、求人を表示する権限がある、求人の要員配置タイプにアク

セスする権限がある、「掲載とソーシング」タブにアクセスする権限がある、求人のユーザー・グループに属している

という各条件に従ってユーザーが表示されます。

4. 求人に定義された協力者リストに協力者を追加するかどうかを指定します。

5. コメントを入力します。

6. 「完了」をクリックします。
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ソーシャル・ジョブ招待 - ソーシャル・ネットワークやEメールを使用したジョブの
共有

候補者とユーザーの両方がソーシャル・ネットワークやEメールで簡単にジョブを共有する機能です。

ソーシャル・ジョブ招待機能は、キャリア・セクションと求人の「掲載とソーシング」タブで使用可能です。

この機能は、Taleo Anywhereソリューションの一部ではないことに注意してください。また、検索問合せを作成してジョブ
を送信できるRSSおよびFacebook機能を代替するものではありません。

キャリア・セクション

ソーシャル・ジョブ招待機能は、キャリア・セクションのこのジョブを友人に送信する機能を代替するものです。候補者は、
多数のソーシャル・ジョブ・サイトまたはEメール・オプションのいずれかを選択し、友人ネットワーク・リストの誰かにジョブを
送信したり、単純にウォールに求人を掲載できます。

ソーシャル・ジョブ招待機能は、顧客のキャリア・セクションと次のポータル・ページで使用可能です。

• ジョブ・リスト

• パーソナライズされたジョブ・リスト

• ジョブ摘要

• 基本検索

• 拡張検索

共有中の求人用の最初に掲載された外部キャリア・セクションの「ジョブ摘要」ページに戻るURLリンクがシステムで作成
されます（選択されたキャリア・セクションが、最初に掲載された外部キャリア・セクションでない場合は、必ずしも、選択さ
れたキャリア・セクションが、候補者が存在するキャリア・セクションになるわけではありません）。ジョブ紹介URLには、ソー
ス名も組み込まれます。適用するリンクを候補者が選択したときに、求人ソース・リストの一部であるソーシャル・ネット
ワーク・タイプのアクティブ・ソースのソース名と、URLのソースとが一致した場合は、それが、事前に提出に入力されるソー
スになります。ソースが求人ソース・リストにない場合は、「ソーシャル・ネットワーク」ソース・タイプの下の「その他」ソースが
事前に入力されます。ただし、そのソースが求人ソース・リストの一部である場合に限られます。そのソースが、求人ソー
ス・リストにもない場合、ソースは事前に入力されません。

URLで使用されているキャリア・セクションからジョブを掲載解除してから、候補者がリンクを選択した場合は、ジョブが使
用不可であるという標準メッセージが表示されます。

他のソースを追加すると、採用管理のソース追跡でより詳細な情報をサポートできます。ソースは、「ソーシャル・ネット
ワーク」ソース・タイプの下に作成する必要があります。ソース名は、提供されるリストのソース名と同じでなければなりませ
ん。ソース名には、大/小文字の区別はありません。

ソーシャル・ネットワークを通じてジョブを共有することを選択した場合、候補者は、ログインするか、またはサード・パー
ティ・サイトにログインして共有するための有効なユーザー・アカウントを所有する必要があります。

この機能で現在サポートされているソーシャル・サイト・サービスと、割り当てられているソース名のリストを取得するに
は、Source List Names for Social Media.xlsというタイトルの資料を参照してください。このリストは、予告なしに変更さ
れる場合があることに注意してください。

求人の「掲載とソーシング」タブ

「共有」リンクは、求人の「掲載とソーシング」タブで使用可能です。このオプションは、ジョブが外部キャリア・セクションに
掲載されるときにのみ使用可能です。

その求人用の最初に掲載された外部キャリア・セクションの「ジョブ摘要」ページに戻るURLリンクがシステムで作成されま
す。URLで使用されているキャリア・セクションからジョブが掲載解除された後、候補者がリンクを選択した場合、候補者
は、「このジョブの募集は終了しています。」という標準メッセージを受信します。

Taleoを使用してソーシャル・ネットワーク・サイトから求人を掲載解除する方法はありません。「共有」オプションを使用し
て求人が掲載された場合、履歴追跡はありません。
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ソーシャル・ジョブ・サイトにリンクする際、この機能は、Taleoで制御できる場所ではなく、ユーザーがすでにログオンしてい
るソーシャル・サイトにリンクします。したがって、企業のファン・ページ/アカウントへの掲載を考えているユーザーは、企業
の資格証明を使用してそのソーシャル・サイトにログインする必要があります。

ソーシャル・ネットワークを使用した求人掲載の共有

前提条件

「共有」リンクは、求人が少なくとも1つの社外用キャリア・セクションに掲載されている場合にのみ使用できます。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。

2. 「キャリア・セクション」セクションで、「共有」リンクをクリックします。

3. 希望するソーシャル・ネットワークを選択します。

4. 希望するオプションを選択します。

5. 「共有」をクリックします。
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ソースとイベント

候補者が媒体またはイベントを通してジョブについて知った場合、その媒体またはイベントがソースです。

ソースは、インターネットの求人サイト、就職フェア、雑誌、専門業界誌、新聞、専門職の団体、メーリング・リスト、人
材紹介会社など、多岐にわたります。イベントは、どのイベント、バナーまたはキャンペーンが多くの候補者をキャリア・セク
ションに誘導しているかを追跡するために使用されます。イベントは、業界誌での特定の広告、大学キャンパスでの採用
イベント（就職フェア）、組織での特別な採用イベントなどの場合があります。

採用センターで、ソースは求人の「掲載とソーシング」タブに表示されます。ユーザーが求人を作成するときは、求人と同
じ組織-場所-ジョブ・フィールド構造を持つソースのみが「ソース」リストに表示されます。ユーザーは、求人に関連付けら
れたソースのリストを変更できます。イベント追跡が使用可能になっている場合、ユーザーはソースに関連したイベントの
リストにアクセスできます。「イベント」リストでは、ユーザーは求人内のイベントを追加、変更および削除できます。

求人へのソースの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人のステータスが、「オープン - 承認済」、「オープン - スケジュール済」、「オープン - 掲載済」、「オープン - 掲
載解除済」、「オープン - 失効済」、「ペンディング - 承認待ち」(求人フローに「アシスタントあり」オプションがある場
合)のいずれかであることが必要です。

ソースと求人の組織、場所、ジョブ・フィールドは、一致している必要があります。一致していない場合、ソースを組
織、場所、ジョブ・フィールドに関連付けることはできません。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. 「掲載とソーシング」タブをクリックします。

3. 「ソース・リストの変更」セクションで、「変更」をクリックします。

4. 希望するソースの横にある「選択」をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

結果

選択したソースが求人の「ソース」セクションに表示されます。

求人からのソースの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. 「掲載とソーシング」タブをクリックします。

3. 「ソース・リストの変更」セクションで、「変更」をクリックします。

4. 「求人の掲載」ウィンドウで、選択したソースの横にある をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

結果

選択したソースは求人の「ソース」セクションに表示されなくなります。
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イベントの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. 「掲載とソーシング」タブをクリックします。

3. 目的のソースの「ソース」セクションで、「イベント」列の数字をクリックします。

4. 「イベント」ウィンドウで、「作成」をクリックします。

5. フィールドに入力します。

6. 「作成」をクリックします。

7. 「クローズ」をクリックします。

結果

これで、イベントがソースに対して使用可能になりました。「イベント」列に示されている数値が1大きくなります。

イベントの変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. 「掲載とソーシング」タブをクリックします。

3. 目的のソースの「ソース」セクションで、「イベント」列の数字をクリックします。

4. 「イベント」ウィンドウで、イベントを選択して「変更」をクリックします。

5. 必要な変更を行います。

6. 「保存」をクリックします。

7. 「クローズ」をクリックします。

イベントの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. 「掲載とソーシング」タブをクリックします。

3. 目的のソースの「ソース」セクションで、「イベント」列の数字をクリックします。

4. 「イベント」ウィンドウで、イベントを選択して「削除」をクリックします。

5. 「クローズ」をクリックします。

結果

これで、イベントはソースに対して使用できなくなりました。「イベント」列に示されている数値が1小さくなります。
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候補者ファイル

候補者ファイル

候補者ファイルは、個人情報、職務経歴、資格、照会先、雇用機会均等情報、スクリーニング情報などの候補者情
報を含むフォームです。

候補者ファイルは次の3つのセクションで構成されています。

• 左ペインのトップ・セクションには候補者カードが表示され、ボトム・セクションには補足情報が表示されます。カードを
めくったり、 アイコンでペインを展開または縮小できます。

• 右ペインには、オンライン・ヘルプやオンライン・クリップなどの補助ツールが表示されます（これらの機能が使用可能な
場合）。ペインは展開または縮小もできます。

• 中央ペインには、候補者フォームが表示されます。表示される情報は、表示モードと編集モードのどちらを選択して
いるかによって異なります。

候補者リストに戻るには、ナビゲーション・バー を使用します。

表示モード

候補者ファイルを開くときは常に表示モードになりますが、編集モードに変更できます。これにより、レイアウトが見やすく
なり、ファイルの表示のみを行う場合に（ファイルを終了して画面上の他のボタンを再アクティブ化するために）ファイルを"ク
ローズする"必要がなくなります。表示モードでは、データのあるフィールドのみが表示されます。空のフィールドは、表示
モードでは表示されません。空のフィールドは表示モードでは表示されません。候補者ファイルを開くときのランディング・タ
ブを「自分の設定」機能で構成できます。この機能は補助ナビゲーション・バーで使用できます。

上部にはアクション・バーがあります。アクションをクリックするか、「他のアクション」メニュー（追加アクションの動的メニュー）
を使用します。 

候補者に関連する情報を表示するタブを使用できます。候補者ファイルのメイン・コンテンツは「ジョブ応募/一般プロファ
イル」タブに表示されます。このタブの各種セクションを アイコンで展開または縮小できます。他のタブには周辺情報が

含まれます。「ジョブ応募/一般プロファイル」タブで、いつでも目次にアクセスしてファイルの別の箇所にすばやく移動でき
ます。目次は アイコンから使用できます。

編集モード

編集モードでは、候補者フォームに含まれるすべてのフィールドが表示されます。データがないフィールドは、ユーザー権限
に応じて表示されます。必須フィールドは赤のアスタリスクでハイライトされます。

「ジョブ応募/一般プロファイル」タブで、いつでも目次にアクセスしてファイルの別のセクションやサブセクションにすばやく移
動できます。目次は アイコンから使用できます。

候補者カード

候補者カードは候補者に関する概要情報を示します。

候補者ファイルの左ペインにある候補者カードには、候補者に関する情報が簡潔に表示されます。候補者カードは右
上隅をクリックして"めくる"ことができます。

候補者カードの片側には、候補者の一般プロファイルに関する次のような情報が表示されます。

• 名前

• 住所
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• 電話番号

• Eメール・アドレス

• その他

候補者カードのもう一方側には、候補者のジョブ応募に関する次のような情報が表示されます。

• 「候補者選考ワークフロー」のステップ/ステータス

• プレスクリーニング結果

• その他

候補者カードには関心のあるその他の提出へのリンクも表示されます。このリンクにより、ユーザーは、作成済でまだ検討
中の"アクティブな"その他の提出を簡単に把握できます。アクティブまたは非アクティブなリンクにマウス・カーソルを置くと、
関連する提出に移動するリンクを示すコールアウトが表示されます。このリストに、特定の提出の候補者のステップ/ス
テータスを示す列も表示されます。提出を実際に開いて読まなくても、候補者がインタビュー段階であるか、別のポジショ
ンへのオファー段階であるかが一目で簡単にわかります。

候補者ファイルの左ペインの内容（最下部）は、候補者カードのどちら側を選択するかによって異なります。たとえば、提
出日、ソース・タイプ、採用担当者、採用マネージャ名を表示できます。既存のオファーへのリンクも表示できます。ユー
ザーは、アクセスする権限がある提出およびオファーに関する情報のみを表示できます。

候補者ファイルの中央ペインの内容は、候補者カードのどちら側を選択するかによって異なります。候補者カードのどち
ら側を選択するかによって、表示される情報は次のように変わります。

• 候補者カードの「一般プロファイル」側には、「一般プロファイル」タブが表示されます。一般プロファイルには候補者か
ら提供された情報が含まれます。この情報を、たとえば希望する組織、場所、ジョブ・フィールド、学歴、職務経歴、
個人情報、ソース追跡などの情報に関連付けることができます。候補者には最低1つのプロファイルが必要です。複
数のプロファイルを用意すれば、たとえば1つを英語版、もう1つをフランス語版のように使用できます。

• 候補者カードの「候補者の提出」側には、「候補者の提出」タブが表示されます。特定の求人に関連する情報が中
央ペインに表示されます。候補者の提出には、求人を特定した候補者に関する情報が含まれます。

候補者ファイル履歴

候補者ファイルの「履歴」タブには、候補者ファイルに対して実行されたすべてのアクションのログが表示されます。

候補者またはユーザーが候補者ファイルを変更すると、そのアクションを追跡するイベントが生成され、候補者ファイルの
「履歴」タブに表示されます。アクションを実行したユーザーの名前と、日付およびイベントの詳細が表示されます。候補
者ファイルの追跡イベントは次のいずれかのカテゴリに属します。

• エージェントと紹介者

• 添付

• 候補者ファイルの更新

• 候補者情報

• 候補者の進捗

• コメント

• 連絡事項

• 質問とコンピテンシ

• 規約

• 再開

• スクリーニング・サービス

• オファー

また、必要な権限があれば、「履歴」タブでイベントに関連するコメントを追加および編集できます。

「連絡事項」イベント・カテゴリでは、以前に送信した連絡事項を表示できます。ユーザー・タイプの権限では、連絡事
項を直接「履歴」タブで再送信できます。

ユーザーは、必要な権限があれば、添付およびオファーの履歴追跡を表示できます。
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採用センターのユーザーは、権限を使用して、削除された添付の内容を「履歴」タブに表示できます。候補者が自分の
ジョブ応募の一部として添付を提出した場合、組織はこれらの添付を削除できます。削除された添付は引き続き「履
歴」タブに表示されますが、組織はこれらの添付にアクセスできないようにするができます。権限が付与されているユー
ザーは、「履歴」タブの添付リンクをクリックして、削除された添付の内容を表示できます。権限がないユーザーも添付リン
クを表示してクリックできますが、削除された添付の内容を表示する権限がないことを示すメッセージが表示されます。

イベント日の変更

この機能がアクティブ化されており、必要な権限があれば、ユーザーはイベントの日付を変更し、候補者のファイルに対し
てアクションを実行する時期を指定できます。実績日付を使用することによって、選考プロセスでユーザー・アクティビティ
をより正確に反映したレポートを作成できます。候補者ファイルの特定の日付を変更する理由は様々です。たとえば、
候補者が9月15日にインタビューを受け、ユーザーがその情報をシステムに入力できたのが9月20日の場合、イベント日
は9月20になります。この日付をユーザーが9月15日に変更できれば、情報がより正確になります。イベントに関連する
日時は、編集可能な場合にはハイパーリンクとして表示されます。イベント日として有効な日付は、応募作成日から現
在の日付までです。

機密情報の非表示

機密フィールドの値を変更すると、機密フィールドを表示する権限を持たないユーザーには候補者ファイルの「トラッキン
グ」タブに追跡イベントが表示されません。 「採用」では、機密フィールドを表示する権限を持たないユーザーに対して、
「機密」セキュリティ・レベルで構成されたフィールドを非表示にできます。 機密フィールドの値を変更すると、機密フィール
ドを表示する権限を持たないユーザーには候補者ファイルの「履歴」タブにその変更に関する追跡イベントが表示されま
せん。 後から機密フィールドのセキュリティ・レベルを「一般」または「保護」に変更しても、ユーザーは「トラッキング」タブで
その変更を表示できません。

「候補者ファイル」のタブ

「候補者ファイル」タブ 説明

ジョブ応募/一般プロファイル プレスクリーニング、履歴書、雇用プリファレンス、雇用機会均等などに関する情報が含まれます。
ジョブ応募と一般プロファイルの内容はシステム管理者によって構成されます。このタブは、候補者
カードのどちら側を表示するかに応じて「ジョブ応募」または「一般プロファイル」になります。

添付 候補者が指定した履歴書とその他の添付、およびユーザーが指定した添付が含まれます。添付
を追加するには、 アイコンを使用します。ジョブ特定の添付はその他の添付とは明確に識別

され、ファイルを添付したユーザーの名前も示されます。すべての添付がこのタブで一元管理され、
ユーザーは添付をアップロードするときに、候補者に添付を表示するかどうかを指定できます。

タスク 候補者に関して実行するタスクのリストが含まれます。今後のアクティビティを確実に実行するため
に、タスクはユーザーによって自己割当されます。このタブは、「候補者の提出」カード側でのみ表
示されます。表示するには、この機能をアクティブ化し、ユーザーに自己割当タスクを管理する権
限が付与されている必要があります。

オファー オファー管理を使用する場合に表示されます。「オファー」タブは、オファーを作成すると候補者の提
出に表示されます。このタブには候補者に提出したオファー、競合他社からのオファー、候補者の
希望条件、求人オファー情報が含まれます。

「オファー」タブおよびオファー内容は常にジョブ特定であり、ジョブ応募ビューのみで表示されます。

• 優位なオファーと現在のジョブは候補者にリンクされ、該当候補者の提出間で共有されます。
コンテキストに基づく権限の所有権は、対象候補者が応募した求人の所有者に基づいて適
用されます。

• 候補者のジョブ・オファーと希望するオファーは提出にリンクされ、該当の提出を表示する権限
を持つユーザーのみが表示できます。

オファー承認 オファー管理および承認を使用する場合に表示されます。「オファー承認」タブは、オファー承認要
求を生成すると表示されます。「オファー承認」タブは、候補者の提出に関するオファーを表示する
権限を持つユーザーに表示されます。このタブには最新のオファー承認情報が含まれます。
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「候補者ファイル」タブ 説明

紹介者 従業員/候補者の紹介および人材紹介会社の紹介に関する情報とアクションが含まれます。
ユーザーに候補者の一般プロファイルまたはジョブ応募を表示する権限がある場合、「紹介者」タ
ブは常に表示されます。

履歴 候補者ファイルに対して実行されたすべてのアクションのログが含まれます。「「候補者ファイルの
「履歴」」タブ」を参照してください。
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候補者リスト

候補者リスト

候補者リストは、候補者ファイルの情報を異なる列に表示し、候補者をフィルタリングするためのツールと候補者リストを
カスタマイズするためのツールを備えています。

候補者リストは、次の3つのセクションに分かれています。

• 左ペインには3つのタブがあります。

• 「フィルタ」タブには、ユーザーが所有権値を使用して候補者をフィルタリングできる「表示」フィルタが含まれます。
候補者リストの関連情報をフィルタリングするためのクイック・フィルタと拡張フィルタも用意されています。

• 「フォルダ」タブは、候補者ファイルを整理するために使用されます。

• 「タレント・プール」タブは、タレント・プールを表示し、従業員と候補者を求人と照合するために使用されます。

• 右側のペインには、オンライン・ヘルプおよびオンライン・クリップ（アクティブ化されている場合）が含まれます。ペインは
展開または縮小もできます。

• 中央ペインには、候補者が表示されます。 ユーザーは、 アイコンを使用して、リストに候補者を表示するときに使

用するリスト形式を選択できます。ユーザーが最大3つのリスト形式を作成して、特定の情報を表示する列を選択
することもできます（権限を付与されている場合）。 いくつかのアクションはリスト内で直接実行できます。 ファイル・タ
イトルの横にある矢印 をクリックすると、コンテキスト依存のアクション・メニューが表示されます。リストで使用できる
ツールの詳細は、「リストの使用」を参照してください。
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候補者検索

候補者のクイック検索

採用センターのユーザーは、候補者のクイック検索を使用して、特定の候補者をすばやく検索できます。

候補者のクイック検索は採用センター・ページの右上隅で使用できます。採用センターのユーザーは、設定が構成さ
れ、ユーザー・タイプの権限が付与されている場合にこれを使用できます。

 

 

候補者のクイック検索を実行すると、検索エンジンでは、ジョブに応募した候補者、プロファイルを提出した候補者、また
は登録したもののジョブに応募していない候補者が検索されます（ジョブに友人を紹介したために新規ユーザーとして登
録する必要があった人や、「自分のアカウント」をクリックして登録した人も対象にできます）。

候補者のクイック検索エンジンでは、候補者ファイルの次のフィールドの情報が検索されます。

• 名

• 姓

• ミドル・ネーム

• Eメール・アドレス

• ユーザー名

• 候補者識別番号

候補者検索を実行する場合、フィールドに名前の一部を入力するか（姓または名を入力して*ワイルドカードを使用す
る）、または名前全体を入力します。ただし、より正確な結果を得るには、名前全体を入力することが推奨される方法
です。

Sam P Jonesのように完全な氏名がわかっている場合は、ミドル・イニシャルでも検索できます。名にイニシャルが含まれ
ている場合は、イニシャルのみを入力することをお薦めします（たとえば、Jr.と入力すると、結果としてJr.、j.r.、またはJRが
得られます）。

名前がハイフンでつながれている場合、両方の名前を入力する必要はありません。たとえば、Smith-Jonesという名前を
検索する場合、Smith, Jones、Smith Jones、またはSmith-Jonesと入力すると、Smith-Jonesが返されます。

候補者のクイック検索では、前述の5つのフィールドの検索基準のすべてが検索されます。これらのフィールドのすべてにア
クセスする権限を持つユーザーのみがこの機能を使用できます。たとえば、Eメール・フィールドが非表示のユーザー・タイ
プでは、名前による検索機能は使用できません。このため、特定の候補者検索では、多くの場合に、候補者のクイック
検索より関連性の高い検索結果が得られます。

候補者のクイック検索の実行

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 検索ツールで「候補者」を選択します。

2. 候補者の名、姓、識別番号、ユーザー名、Eメール・アドレスを入力します。
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3. をクリックします。

結果

特定の候補者ファイルをすばやく見つけることができます。検索基準を満たす候補者が検索結果リストに表示されま
す。

特定の候補者検索

特定の候補者検索は、候補者のクイック検索で返される結果が多すぎる場合に使用できます。これは、候補者のク
イック検索の結果精度を高くする拡張機能と考えることができます。

特定の候補者検索は採用センター・ページの右上隅で使用できます。採用センターのユーザーは、設定が構成され、
ユーザー・タイプの権限が付与されている場合にこれを使用できます。

 

 

候補者識別情報にアクセスする権限がある採用センターのユーザーは、次の情報を使用して候補者検索を実行でき
ます。

• 候補者識別番号のみ（検索が機能するには、識別番号全体のうち少なくとも2桁の数字を指定する必要がありま
す）

• 候補者の名

• 候補者の姓

• 候補者の氏名

• Eメール・アドレス

特定の候補者検索では、4つのフィールドに同じ検索基準または異なる検索基準を入力できます。このため、特定の候
補者検索では、多くの場合に、候補者のクイック検索より関連性の高い検索結果が得られます。

特定の候補者検索にワイルドカードと1文字または2文字を使用して、語句の組合せを検索できます。たとえば、名
にd*と入力し、姓にmonroeと入力すると、名がdで始まるmonroeさん全員が返されます。

特定の候補者検索の実行

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 検索ツールで「特定の候補者」を選択します。

2. フィールドに情報を入力します。

3. 「検索」をクリックします。
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結果

「名」、「姓」、「イニシャル」、「Eメール・アドレス」、「候補者ID」の各フィールドを使用して候補者を検索できます。検
索基準を満たす候補者が検索結果リストに表示されます。

候補者拡張検索

候補者拡張検索では、採用センターのユーザーが、高精度の基準をキーワードと構造化フィールドの形式で使用して
候補者を検索できます。

候補者拡張検索では、オープンな求人に適した候補者を検索および照合できます。キーワードによる検索問合せを作
成して候補者ファイルの多数のテキスト・フィールド間を検索し、一般に検索精度が高くなるプレスクリーニング質問やス
キルなどの特定フィールドと組み合せることもできます。

候補者拡張検索は採用センター・ページの右上隅で使用できます。採用センターのユーザーは、設定が構成され、
ユーザー・タイプの権限が付与されている場合にこれを使用できます。

 

 

候補者の拡張検索フォーム

候補者の拡張検索フォームはシステム管理者によってカスタマイズされることがあるため、検索フォームは構成プロファイ
ルに基づいてゾーンやユーザーごとに異なる場合があります。

候補者の拡張検索フォームには、デフォルトで次の検索基準が含まれます。

• キーワード
• 最終更新日
• 居住地: 採用担当者は、候補者を検索するときに、Taleoの参照場所または会社の場所を選択できます。

システム管理者によって許可されていれば、必要な権限があるユーザーはその他の検索基準を追加できます。この操作
を行うには、「カスタマイズ...」ボタンを使用します。候補者拡張検索で使用可能なフィールドのリストについては、拡張検
索フィールドの表を参照してください。

多くの検索フィールドに追加基準を指定できます。

• 必須: 基準を満たしている候補者のみが取得されます。
• 除外: 基準を満たしている候補者が除外されます。
• 希望: 基準を満たしている候補者が、満たしていない候補者より適切と判断されます。

候補者を親プリファレンスに組み込んだり、プリファレンスにnull値を指定したりするのではなく、正確な組織-場所-ジョ
ブ・フィールド（OLF）・エレメントで検索することもできます。この機能を使用可能にすると、「居住地」または組織-場
所-ジョブ・フィールドを「必須」基準として候補者拡張検索を実行した場合に、検索結果には同じレベルで完全に一
致した候補者のみが表示されます。親値または空の値は返されません。たとえば、サンフランシスコを検索した場合に、
カリフォルニアや米国に居住する候補者、またはプリファレンス値が空の候補者は返されなくなります。

候補者拡張検索を実行し、「教育機関」、「プログラム」、「雇用主」、「ジョブ機能」または「資格」フィールドに入力す
ると、該当するフィールドまたは該当する"その他"フィールドのいずれかに同じ値がある候補者が検索されます。たとえ
ば、採用担当者が拡張検索を実行し、「雇用主」フィールドに"Oracle*"と入力すると、「雇用主」フィールドのテキスト
が"Oracle"で始まるか、"他の雇用主"フィールドのテキストが"Oracle"で始まる候補者が返されます。

「候補者の拡張検索」ページの左側で、「求人の検索基準をアーカイブ」および「無作為検索の結果」の2つの検索オプ
ションを使用できます。各オプションはOFCCP要件をサポートし、通常は保護設定を通じて米国内に居住する顧客の
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みに対してアクティブ化されます。「求人の検索基準をアーカイブ」フィールドは、アクティブ化されている場合、オプションに
も必須にもできます。このフィールドに求人が入力されると、検索問合せと検索結果がログ・ファイルに保持されます。取
得された候補者は、それ以降2年間はデータベースからハード削除できません。「無作為検索の結果」オプションでは、
基準に一致する候補者の合計数が表示される候補者数（通常は300に設定されています）より多い場合、同じ検索
を実行しても、必須フィールドに一致する候補者として毎回異なる候補者セットが生成されます。詳細は、「検索結果
のアーカイブ」および「無作為抽出による検索結果」を参照してください。

 

 

候補者拡張検索を実行する場合、追加する検索基準が多いほど検索範囲は絞り込まれ、一般に件数がより少な
く、関連性のより高い結果が得られます。同じ基準を複数回追加すると、検索範囲が広がり、一般に検索結果は多く
なります。

推奨される方法として、候補者拡張検索を実行する場合は少ない基準で始めて、後から検索問合せに戻って1つまた
は複数の追加検索基準を入力することにより、検索を絞り込みます。この方法によって検索結果に含まれる候補者が
少なくなります。一般的な検索から始め、徐々に結果を絞り込んで候補者プールを管理しやすい状態にしていく方が、
厳格な狭い定義から始めて検索範囲を広げていき、候補者プールを拡大していくよりも簡単で効率的です。

検索エンジンで取得できる候補者ファイルの数に制限はありませんが、パフォーマンスと管理のしやすさを考慮し
て、300件のみが表示されるようになっています。デフォルトでは、適性の高い上位300件を表示することが推奨されま
す。

候補者拡張検索のフィールド

次の表に、候補者の拡張検索ページで使用可能なフィールドを示します。

これらのフィールドを採用センターのユーザーが使用できるようにするには、システム管理者が該当フィールドを使用可能
にする必要があります。その後、必要な権限があるユーザーは、「候補者の拡張検索」ページの「カスタマイズ...」ボタンで
該当フィールドを追加できます。

候補者の拡張検索ページで使用可能なフィールド

フィールド・プロパティ・レベルで「候補者検索」マークが付いたすべてのユーザー定義フィールド（UDF）

個人情報:

• ジョブ掲載通知の受理

• 生年月日

• Eメール・アドレスまたはユーザー名

• 従業員番号
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候補者の拡張検索ページで使用可能なフィールド

• 名

• 姓

• ミドル・ネーム

• プリフィクス

• 紹介者あり/紹介者なし

• 社会保障番号

• 勤務先電話番号

対象プロファイルの基本プロファイル:

• 事前通知

• 勤務可能な日

• 従業員ステータス

• ジョブ・レベル

• ジョブ・シフト

• ジョブ・タイプ

• スケジュール

• 出張

• 希望するジョブ

• 希望する場所

• 希望する組織

• シフト勤務可能性グリッド

• 休日勤務可能

• 週末勤務可能

• 予定時給

• 可能勤務時間(週単位)

• 希望する勤務時間(週単位)

対象プロファイルの学歴:

• 教育機関

• その他の教育機関

• プログラム

• その他のプログラム

• 教育レベル(取得学位)

• 卒業日

• 開始日

• 成績平均（正規化された値）

• 卒業

• 検索可能な任意の学歴ユーザー定義フィールド

対象プロファイルの経験:

• 現在のジョブ

• 雇用主

• 他の雇用主

• ジョブ機能

• その他の機能
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候補者の拡張検索ページで使用可能なフィールド

• 検索可能な任意の経験ユーザー定義フィールド

質問:

• ライブラリからの「質問」（求人からのローカル質問なし）

• スキル

求人番号とタイトル

すべての提出のソースとメディア:

• 応募メディア

• イベントID

• ソース名

• ソース・タイプ

資格:

• 資格

• その他の資格

• 場所

• 資格ID

• 発行機関

• 発行日の範囲

• 有効期限の範囲

候補者拡張検索の例

この例では、拡張検索の実行に使用する検索基準とその検索結果を示します。

フィールド 値

不適格候補者の除外 はい。

居住地 場所の25マイル圏内

米国 > フロリダ > ジャクソンビル

必須

希望するジョブ カテゴリ: テクノロジ

機能: ネットワーク工学

必須

希望するジョブ カテゴリ: テクノロジ

機能: システム管理

必須

学歴 プログラム: コンピュータ工学

教育レベル: 学士号

上記の検索を実行すると、次の候補者が返されます。

• 不適格にならなかった候補者、かつ
• フロリダ州ジャクソンビルの25マイル圏内に在住する候補者、かつ
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• ネットワーク工学またはシステム管理の仕事を希望した候補者、かつ
• ジョブ・フィールドの情報がない候補者、かつ
• コンピュータ工学の学士号を取得した候補者

候補者拡張検索の実行

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 右上隅の「拡張検索」をクリックします。

2. 表示されたフィールドで、情報を入力または選択します。

3. 他の検索フィールドを使用する場合は、「カスタマイズ」をクリックします。

4. 「検索」をクリックします。

結果

検索基準を満たす候補者が検索結果リストに表示されます。

デフォルト拡張検索基準の設定

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「リソース」をクリックし、右上隅にある「自分の設定」をクリックします。

2. 「プリファレンス」タブで、「編集」をクリックします。

3. 「最終更新日」フィールドと「居住地」フィールドで、希望する値を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

結果

「最終更新日」と「居住地」の検索基準に選択した値がすべてのタイプの候補者検索に使用されます。「郵便番号
のxマイル圏内」または「郵便番号のx km圏内」では、指定したエリア以外に居住する候補者を検索結果に含めた
り、指定したエリアに居住する候補者を検索結果から除外できます。候補者が郵便番号を指定しない場合、居住
地が使用されます。

キーワードによる候補者拡張検索

キーワードを指定して候補者拡張検索を実行できます。

これまでのリリースでは、候補者拡張検索の「キーワード」フィールドを使用すると、大量の「候補者プロファイル」フィール
ドとともに、最新の添付ファイル5個(候補者による添付ファイル3個とユーザーによる添付ファイル2個)が検索されました。
今回のリリースでは、「候補者の拡張検索」フォームの「キーワード」フィールドを使用したときに検索されるフィールドを決
定する設定をシステム管理者が構成できるようになりました。「最適」(デフォルト値)または「レガシー」に設定できます。
「レガシー」値は、13Cより前に使用されていたプロファイル・フィールドの元のリストに戻す(特にキーワード検索に"コメン
ト"を含む)場合にのみ選択する必要があります。

この表は、設定が「最適」または「レガシー」に設定された場合に、候補者拡張検索の「キーワード」フィールドで検索さ
れるフィールドを示しています。

設定が「最適」の場合に検索されるフィールド 設定が「レガシー」の場合に検索されるフィールド

個人情報フィールド: 個人情報フィールド:
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設定が「最適」の場合に検索されるフィールド 設定が「レガシー」の場合に検索されるフィールド

• 名

• 姓

• ミドル・イニシャル

• 従業員番号

• 住所

• 市区町村

• 電話番号

• Eメール・アドレス

• 郵便番号

• 名

• 姓

• ミドル・イニシャル

• 従業員番号

• 住所

• 市区町村

• 電話番号

• Eメール・アドレス

• 郵便番号

テキストベースのユーザー定義フィールドの回答。 テキストベースのユーザー定義フィールドの回答。

一般プロファイルから貼り付けられたカバー・レター 一般プロファイルから貼り付けられたカバー・レター

一般プロファイルから貼り付けられた履歴書。 一般プロファイルから貼り付けられた履歴書。

一般プロファイルのキャリア目的。 一般プロファイルのキャリア目的。

一般プロファイルの追加情報。 一般プロファイルの追加情報。

添付が次のいずれかのサポート対象ファイル形式である場合の

候補者からのすべての添付ファイル:

• .doc、.docx（Word）

• .txt（標準テキスト・ファイル）

• .rtf（リッチ・テキスト形式）

• .pdf（Adobe Portable Document Format）

• .htmまたは.html（ハイパーテキスト・マークアップ言語ドキュメ

ント）

• .wpd（Word Perfect）

• .odt（Oracle 11Gを使用している場合）

候補者ごとに3件の最新添付ファイル:

• .doc、.docx（Word）

• .txt（標準テキスト・ファイル）

• .rtf（リッチ・テキスト形式）

• .pdf（Adobe Portable Document Format）

• .htmまたは.html（ハイパーテキスト・マークアップ言語ドキュメ

ント）

• .wpd（Word Perfect）

• .odt（Oracle 11Gを使用している場合）

サポート対象ファイル形式に限定した、ユーザーからの2件の最

新ファイル添付（「添付」タブに表示される）

サポート対象ファイル形式に限定した、ユーザーからの2件の最

新ファイル添付（「添付」タブに表示される）

一般プロファイルの「学歴」[「教育機関」、「プログラム」、「その他

の教育機関」、「その他のプログラム」、テキストベースのユーザー

定義フィールド]

一般プロファイルの「学歴」（「その他の教育機関」、「その他のプ

ログラム」、テキストベースのユーザー定義フィールド）

一般プロファイルの「職務経歴」(「雇用主」、「ジョブ機能」、「他

の雇用主」、「他のジョブ機能」、「達成」、テキストベースのユー

ザー定義フィールド)

一般プロファイルの「職務経歴」（「他の雇用主」、「他のジョブ機

能」、「達成」、テキストベースのユーザー定義フィールド）

ライブラリからの、質問に対するテキストベースの回答。 ライブラリからの、質問に対するテキストベースの回答。

コメント（「履歴」タブ）

ソース名とイベント名

ユーザー名
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システム管理者は、候補者拡張検索の「キーワード」フィールドによって検索される添付のタイプも次のように指定できま
す。

• すべての添付

• 候補者が表示可能な添付

• 履歴書としてタグ付けされた添付

キーワードとブール演算子

キーワード検索では完全一致が想定されていますが、検索問合せにORを使用すると、いずれかの単語の完全一致が
検索されます。ブール演算子は簡潔ですが、複数のブール演算子を使用した複雑な検索問合せを誤って作成すると、
予期できない結果になります。キーワード検索では次のブール演算子を使用できます。

ブール演算子 説明

AND デフォルトでは、「キーワード」フィールドに入力した単語はAND演算子で（透過的に）連結されま

す。"product manager"（二重引用符は不要）を検索した場合と"product and manager"（二

重引用符は不要）を検索した場合では、検索結果は同じです。検索エンジンでは、ファイルに両

方の単語を含むすべての候補者が取得されます（必ずしも単語どうしが隣接している必要はあり

ません）。

OR OR演算子を使用して、デフォルトの動作（AND）を変更したり、複雑な問合せを作成したりできま

す。たとえば、"competitor1 OR competitor2 OR competitor3"（二重引用符は不要）を検索

すると、指定した競合者（competitor）のうちの少なくとも1人の名前がファイルに含まれている候

補者が取得されます。

NOT NOT演算子を使用して、特定のキーワードを問合せから除外できます。たとえば、ファイルに特定

の会社（company）の名前が含まれている候補者を検索結果から除外する場合、"competitor1

NOT company1"（二重引用符は不要）を検索します。

カッコ カッコで囲まれた演算は他の演算より先に実行されます。たとえば、マーケティング・コンサルタント

（marketing consultant）または広告コンサルタント（advertising consultant）として働いていた候

補者の検索問合せは(market* or advertis*) and (consult* or agent or representative)のよ

うになります。検索エンジンでは、次の2つの条件を満たす候補者ファイルが取得されます。

• marketまたはadvertisで始まる単語

（market、markets、marketing、advertise、advertising、advertisementなど）を含む候補

者ファイル、かつ

• agentまたはrepresentativeを含む、あるいはconsultで始まる単語を含む候補者ファイル

（agent、representative、consult、consults、consulting、consulted、consultantなど）

ワイルドカード 単語の末尾にワイルドカード"*"（アスタリスク）を付けることができます。たとえば、comput*を検索

すると、computで始まるすべての単語（computer、computing、computers、computation）が取

得されます。

二重引用符で囲まれたアスタリスクは使用できません。

Lucene検索サーバー・エンジンにアップデートした場合、クイック検索、特定の検索、

拡張検索でワイルドカード*を使用した場合の動作が多少変わります。問合せで返さ

れた語句の数が5000に達しても、検索の絞り込みを要求する警告メッセージは表示さ

れません。問合せが漠然としすぎている場合、検索エンジンから結果が返されるまでに

時間がかかる可能性があります。また、単語の先頭にワイルドカード*を使用してクイッ

ク検索を実行すると、その要求によって検索サーバーの負荷が大きくなり、応答時間が

長くなる可能性があります。
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ブール演算子 説明

文字列を囲む二重引用符 二重引用符を使用して、特定の文字列を検索できます。たとえば、製品マネージャ(product

manager)を検索する際に、アシスタント・マネージャを兼任する製品スペシャリストを除外する場合

は、"product manager"と入力します(二重引用符を付けます)。

「キーワード」フィールドに二重引用符を入力する必要があります。二重引用符を他

のアプリケーション(Wordなど)からコピーしてフィールドに貼り付けることはできません。ま

た、二重引用符はキーボードの言語によって異なる場合があります。フランス語のキー

ボードで引用符≪≫を使用しても、検索エンジンでは「キーワード」フィールドの二重引

用符として認識されません。

キーワードとストップ・ワード

候補者の拡張検索を実行すると、「キーワード」フィールドでストップ・ワードの索引が作成されます。ストッ
プ・ワードは、有意とみなされないために索引に含まれず、検索から除外される小さい語句です。たとえ
ば、no、not、the、one、and、orおよびすべての1文字はストップ・ワードです。

ストップ・ワードは、引用符またはカッコで囲まれている場合はシステムで考慮されます。たとえば、"The GAP"を引用符
またはカッコで囲んで検索した場合は、ストップ・ワードである"the"が考慮されます。"The GAP"を引用符またはカッコ
で囲まずに検索した場合は、問合せに含まれるストップ・ワードが無視されます。

キーワードと特殊文字

一般に、句読点または区切り記号として使用される特殊文字は検索の索引には含まれず、情報の取得には使用でき
ません。これには次の文字が該当します。

: ; . , " ' - _ & *

例外: Eメールおよび電話番号のフィールドで使用する一部の特殊文字は使用できます。たとえ
ば、john.smith@taleo.netはEメール・アドレスであると認識されるため、そのまま使用できます。

キーワードと正確な条件

「正確な条件」を選択してキーワード検索を実行すると、入力した条件に完全に一致する語句が返され、ハイライトさ
れます。ワイルドカード*、引用符、カッコ、ブール演算子（AND、OR、NOT）を使用して、複雑な候補者検索問合せを
作成できます。語句間にはAND演算子が適用されます。

キーワードと関連条件

「関連条件」オプションを選択すると、OR演算子が透過的に適用されます。検索エンジンでは、入力された語句のオカ
レンスとともに、自動判定された関連条件のオカレンスも検索されます。このような関連条件は、検索内容との関連性
が特に高い場合もあれば、関連性が低い場合もあります。

最初の問合せで十分な数の候補者が取得できなかった場合は、関連条件機能を使用してください。関連条件
機能では、正確な検索語句がファイルに含まれている候補者とともに、検索語句に意味が近い語句がファイルに
含まれている候補者も取得できます。さらに、類似語句を取得する以外に、最初の6文字が等しい語句も取得さ
れます。その理由は、このような語句は同系統に属している可能性が高いためです。たとえば、関連条件を使用し
て"Administration"を検索すると、"administrative"や"administrator"なども検索されます。

キーワードと概念検索

システム管理者が適切な設定をアクティブ化していれば、拡張検索の「概念検索」オプションを使用できます。

概念検索は関連条件検索の拡張機能であり、入力した語句のアレンジを検索するのではなく、指定されたテキストに
基づいて検索するための適切な概念が自動検出され、そこから検索範囲を拡張していきます。概念検索では、候補
者の検索に大規模なテキスト・ブロック（通常は候補者の履歴書またはジョブの摘要から取得）を使用できます。概念



155 · Recruiting User Guide

検索は、一般に添付ファイルがある候補者を検索する場合に最適なツールです。このツールを使用して、候補者の履
歴書の特定のセクション（経験や学歴、ジョブの摘要など）に関する比較的大量のテキストを表示し、同様の記録情報
を持つ他の候補者がいるかどうかを確認できます。詳細は、「概念検索」を参照してください。

キーワードとハイライト

キーワードのハイライトはシステム管理者によってアクティブ化され、「拡張検索」の結果に制限されます。出現した各
キーワードは、候補者ファイルおよび添付ファイルのすべてのタブに黄色でハイライトされます。最大50種類の語句をハ
イライトできます。ハイライトされた語句の数を制限するには、プライベート設定を使用します（詳細は、Oracleサポート
に問い合せてください）。検索キーワードに二重引用符を含めて検索すると、複数の語句が同時にハイライトされ、検
索エンジンによって取得される結果の一致精度が高くなります。たとえば、"product manager"を検索すると、ファイル
に"product manager"が含まれる候補者のみが表示されます。語句は、ラベルも含めて候補者ファイル全体でハイライ
トされるため、ハイライトされた語句の一部は候補者の取得に使用されません。

「キーワード」フィールドを使用して候補者拡張検索を実行する場合、単語全体または3文字+ワイルドカー
ド(*)をキーワードとして使用できます。

候補者拡張検索と構造化フィールド

会社が特定のフィールドを使用して経験やコンピテンシを取得する場合、対応するフィールドを使用すると、一般にキー
ワード検索より結果の精度が高くなります。

たとえば、拡張検索で、検索ページの「コンピテンシ」セクションにjavaのスキルが含まれ、熟達度と経験レベルの最低要
件が指定されている場合、これらの基準を満たす候補者が取得されます。一方、キーワード検索で"java"を指定した
場合、javaプログラミング言語の経験がある候補者以外にjavaコーヒーが好きな候補者も結果に含まれる可能性があ
ります。

構造化データのみに適用される重要な"論理的"グループ分けの機能があります。たとえば、ハーバード大学で経営学
修士を取得した候補者を検索する場合、「学歴」ブロックを使用できます。キーワード検索を使用して"ハーバード大学
経営学修士"を検索すると、検索結果には、どこかの大学で社会学を学んでいて、イリノイ州ハーバードに在住し、経
営学を"マスター"していると自認する候補者が含まれる可能性があります。

結論として、構造化フィールドを使用すると、無関係な検索結果の数を大幅に削減できます。

候補者拡張検索とブロックの複数オカレンス

候補者拡張検索を実行する場合、「学歴」ブロックと「職務経歴」ブロックの複数オカレンスを使用できます。

複数ブロックを使用する場合はOR演算子を使用します。

ブロックの複数オカレンスを使用する場合、フィールドの選択と「必須」、「希望」、「除外」の各オプションの選択に注意す
る必要があります。

次の例では、複数の「学歴」ブロックを使用して高精度の検索を実行する方法を示します。同じ原則が「職務経歴」ブ
ロックにも当てはまります。

例1: この例の検索結果には、コンピュータ情報システムの学士号を取得し、成績平均が3～4の候補者またはコン
ピュータ情報システムの短期大学修了証書を取得し、成績平均が3.5～4の候補者が含まれます。両方の「学歴」ブ
ロックは「必須」です。両方の「学歴」ブロックは「必須」です。

「学歴」ブロック1 - 検索フィールド 「学歴」ブロック1 - 検索値

「学歴」ブロック1 必須

プログラム コンピュータ情報システム
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「学歴」ブロック1 - 検索フィールド 「学歴」ブロック1 - 検索値

教育レベル（取得学位） 学士号

最低限の成績平均 3（4点満点中）

「学歴」ブロック2 - 検索フィールド 「学歴」ブロック2 - 検索値

「学歴」ブロック2 必須

プログラム コンピュータ情報システム

教育レベル（取得学位） 準学士号/短期大学修了証書

最低限の成績平均 3.5（4点満点中）

例2: この例の検索結果には、コンピュータ情報システムの学士号を取得し、成績平均が3から4までの候補者のみが含
まれます。マギル大学に在学していた候補者は、プログラム、教育レベル、成績平均にかかわらず、同大学で学んだ経
験がない候補者よりも結果リストの上位に表示されます。最初の「学歴」ブロックは「必須」で、2番目の「学歴」ブロック
は「希望」です。

「学歴」ブロック1 - 検索フィールド 「学歴」ブロック1 - 検索値

「学歴」ブロック1 必須

プログラム コンピュータ情報システム

教育レベル（取得学位） 学士号

最低限の成績平均 3（4点満点中）

「学歴」ブロック2 - 検索フィールド 「学歴」ブロック2 - 検索値

「学歴」ブロック2 希望

教育機関 マギル大学

最低限の成績平均 3.5（4点満点中）

例3: この例の検索結果には、コンピュータ情報システムの学士号を取得し、マギル大学への在学経験がない場合には
成績平均が3～4の候補者のみが含まれます。次の候補者は、検索結果に含まれることが想定されます。

「学歴」ブロック1 - 検索フィールド 「学歴」ブロック1 - 検索値

「学歴」ブロック1 必須

プログラム コンピュータ情報システム

教育レベル（取得学位） 学士号

最低限の成績平均 3（4点満点中）

「学歴」ブロック2 - 検索フィールド 「学歴」ブロック2 - 検索値

「学歴」ブロック2 除外
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「学歴」ブロック2 - 検索フィールド 「学歴」ブロック2 - 検索値

教育機関 マギル大学

プログラム コンピュータ情報システム

教育レベル（取得学位） 学士号

最低限の成績平均 3（4点満点中）

• ブラウン大学でコンピュータ情報システムの学士号を取得し、成績平均が3～4の候補者

• ブラウン大学でコンピュータ情報システムの学士号を取得し、成績平均が3～4で、かつマギル大学でコンピュータ情
報システムの修士号を取得した候補者

• ブラウン大学でコンピュータ情報システムの学士号を取得し、成績平均が3～4で、かつマギル大学でもコンピュータ
情報システムの学士号を取得し、成績平均が2の候補者

最初の「学歴」ブロックは「必須」で、2番目の「学歴」ブロックは「除外」です。

拡張検索で取得される候補者

拡張検索で取得される候補者は、場合に応じて異なることがあります。

多くのクライアントでは、取得される候補者のデフォルトの最大数は300に設定されています。クライアントによっては、一
般に候補者が特定のポジションに適格と考えられる場合などに、これより少ない最大数を使用します。検索基準に一
致する候補者数にかかわらず、問合せで最大数を超える結果が見つかった場合、拡張検索結果にはどの候補者が表
示されるでしょうか。

これには次の3つのケースがあります。

• 適性をキーワードと「希望」基準に基づいて計算する場合、最も適性の高い候補者が表示され、ソートされます。

• 無作為抽出による検索でも300人以下の候補者リストが返されますが、最初の300人の候補者が表示されるので
はなく、優先度の事前定義なしで一致する任意の候補者が表示され、リストに設定されたソート基準に基づいて
ソートされます。選択基準に一致する候補者を返すことができます。無作為抽出を使用すると、同一の基準を使
用した後続の2つの検索では、通常2つの異なる結果セットが取得されます。

• 適性が候補者に関連付けられていない場合、たとえば、「必須」および「除外」基準のみを使用する場合、候補者
のリストは無作為ではなく、内部キーに基づいて表示されます。無作為抽出オプションを使用しないで2つの検索を
連続して実行すると、同じ候補者セットが取得されます。無作為抽出オプションを使用して2つの検索を連続して実
行すると、2つの異なる候補者セットが返されます。一致する候補者の数がリスト・サイズの最大値（通常は300）を
超える場合はこれに該当し、条件が同じであれば、基準リストに変更はなく、新規の一致候補者は存在しません。

ランダム化された検索結果

採用センターのユーザーは、無作為抽出による検索結果機能を使用して、拡張検索結果リストに含まれる情報を無
作為の順序で取得するかどうかを指定できます。

無作為抽出による検索結果機能ではOffice of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP)の要件をサポー
トし、通常は保護設定により米国内に居住する顧客のみに対してアクティブ化されます。無作為抽出による検索では、
拡張検索結果リストに表示される候補者は検索基準に一致する候補者のリスト全体で無作為に選択されます。拡
張候補者検索を無作為に実行した場合、300人以下の候補者のリストが返されますが、最初の300人の候補者が表
示されるのではなく、優先度の事前定義なしで一致する任意の300人の候補者が表示され、リストに設定されたソート
基準に基づいてソートされます。選択基準に一致する候補者を返すことができます。

採用センターでは、ユーザーが概念検索を実行すると、「無作為検索の結果」オプションが使用不可になります。これま
でのリリースでは、「候補者の拡張検索」ページで「無作為検索の結果」オプションが選択され、一致の数が検索結果
の制限を超えると、一致するセットから無作為の結果セットが返されました(結果セットは適性でソートされました)。検索
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条件が特定されていて結果セットが小さければ、これで問題はありません。しかし、概念検索や非常に広範にわたる検
索(関連条件を使用するなど)を実行する場合は、結果セットが非常に大きくなるため、「無作為検索の結果」オプショ
ンによる結果の品質が低くなる可能性があります。

• 概念検索を実行する場合、「無作為検索の結果」オプションはオフになります。

• "ジョブの求人に一致する候補者の検索"機能(求人ファイルの アイコンで実行)または"同様の候補者の検

索"機能(候補者ファイルの アイコンで実行)を使用する場合、「無作為検索の結果」オプションはオフになりま

す。

「無作為検索の結果」オプションは、「正確な条件」および「関連条件」の両方のキーワード検索で引き続き
使用可能です。「無作為検索を使用可能」設定を「はい」に設定している場合、「無作為検索の結果」オプ
ションは、「正確な条件」および「関連条件」の両方のキーワード検索にデフォルトで選択されます。これらの検
索では、一致の数が、返される結果の制限を超えると、一致するセットから無作為の結果セットが返されま
す。

概念検索では、候補者データベースに対して広範な照合を実行するときに、大量のテキストが分析されます。
つまり、このタイプの検索は、見つけるのが難しい候補者を見つけるために使用するものであり、候補者を除外
するツールではありません。概念検索の検索結果は、適性順にランク付けされた場合のみ意味があり、そのた
め「無作為検索の結果」オプションとは適合しません。

検索結果の無作為抽出

前提条件

この機能はOFCCPの要件をサポートし、通常は保護設定を通じて米国内のクライアントに対してのみアクティブ化さ
れます。

ステップ

1. 右上隅の「拡張検索」をクリックします。

2. 左側の「検索オプション」パネルで、「無作為検索の結果」を選択します。

3. 求人を選択します。

4. 表示されたフィールドに情報を入力します。

5. 他の検索フィールドを使用する場合は、「カスタマイズ」をクリックします。

6. 「検索」をクリックします。

検索結果のアーカイブ

検索結果のアーカイブ機能では、採用センターのユーザーは、検索基準および検索結果をアーカイブする求人を選択
できます。

検索結果のアーカイブ機能はOffice of Federal Contract Compliance Programs (OFCCP)の要件をサポートし、通
常は保護設定により米国内に居住する顧客のみに対してアクティブ化されます。拡張検索を実行すると、検索基準ま
たは検索結果、あるいはその両方がデータベースにアーカイブされます。この情報は監査のために2年間データベースに
保存され、候補者をハード削除することはできません。

この機能をアクティブ化すると、米国以外の求人に対する検索を含むすべての検索結果がアーカイブされます。
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検索結果のアーカイブ

前提条件

この機能はOFCCPの要件をサポートし、通常は保護設定を通じて米国内のクライアントに対してのみアクティブ化さ
れます。

ステップ

1. 右上隅の「拡張検索」をクリックします。

2. 左側の「検索オプション」パネルで、「求人の検索基準をアーカイブ」の横にある をクリックします。

このフィールドに求人が入力されると、検索問合せと検索結果がログ・ファイルに保持されます。取得された候補

者は、それ以降2年間はデータベースからハード削除できません。

3. 求人を選択します。

4. 表示されたフィールドに情報を入力します。

5. 他の検索フィールドを使用する場合は、「カスタマイズ」をクリックします。

6. 「検索」をクリックします。

拡張検索で候補者を自動フィルタリングする理由

一部のエレメントは拡張検索の結果に影響することがあります。

データの区分: 組織がデータの区分をアクティブ化している場合、検索結果から多数の候補者が除外される可能性が
あります。そのため、組織がこのような制限を実施しているかどうかを確認することが重要であり、実施されている場合に
は、自分が表示する権限を持つ候補者にどう影響するかを確認する必要があります。データの区分には、ユーザーに表
示する候補者をユーザーの要員配置タイプに応じて決定するユーザー・タイプの権限と、ユーザーが属するグループに関
連付けられた「組織」、「場所」、「ジョブ」の各フィールド（OLF）という2つのディメンションがあります。特定の組織に関連
するグループが少数であれば管理が容易になる一方、様々なOLFを組み込んでいる複数のグループにユーザーが関連
付けられている場合には、区分の効果がわかりにくくなることがあります。システム管理者に「検索における区分のアクティ
ブ化」の設定をアクティブ化したかどうかを確認してください。

完了していない提出: 多くの候補者が様々な理由で提出を完了していません。完了していない一般プロファイルは、組
織のシステムで除外するように構成されていれば、検索しても取得されません。平均33%の候補者がジョブ特定提出ま
たは一般プロファイルを完了していない可能性があります。未完了の候補者を表示しない代替策として、該当する候補
者を表示して、完了していない提出の列を追加するという方法もあります。

"完了していない提出"フラグはオンライン提出プロセスを対象とし、候補者ファイル全体の完了/未完了を示すもので
はありません。組織が完了していない提出を表示しない構成にしている場合、多くの情報を含んでいる可能性があって
も、完了していない提出は表示されません。これに対し、登録またはインポートされた部分提出を保持し、ごく一部の
フィールドのみが登録されている場合でもその部分提出に「完了」フラグを付けることができます。このように、完了してい
ない提出は、すべての内容が記入されているかどうかにかかわらず、提出ページで合格していないオンライン提出または
オンライン・プロファイルを示します。システム管理者に「完了していない応募の表示」の設定をアクティブ化したかどうかを
確認してください。

識別がない候補者: "識別がない"候補者ファイルとは、候補者の氏名がなく、正式な"匿名"フラグもないファイルのこと
です。システム管理者に「識別がない候補者の表示」の設定をアクティブ化したかどうかを確認してください。

選考プロセス段階の候補者を除外する: オープンな求人に関連付けられた選考プロセス段階の候補者を検索結果か
ら除外できます。システム管理者に「候補者検索マスクを処理」の設定をアクティブ化したかどうかを確認してください。

特定のステータス以降の候補者を除外する: 「CSWステップのしきい値 - 検索から除外」の設定は、「他のアクティブな
求人で採用候補になっている候補者の表示をユーザーに許可」ユーザー・タイプ権限と連動して採用の競合を防ぎま
す。この設定は、候補者の表示をどのステータスから停止するかを指定します。この設定はCSWの参照モデル・ステッ
プを示し、このステップに達すると、候補者は検索結果から除外されます(ユーザー・タイプによって権限が上書きされる
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場合を除く)。候補者は、しきい値ステップに達するか、参照モデル順序のしきい値ステップの後にくるステップにいる場合
に、検索結果から除外されます。システム管理者にこの設定とユーザー権限をアクティブ化したかどうかを確認してくださ
い。

居住地の照合: デフォルトでは、特定の居住地に関連付けられた候補者を検索すると、特定の場所（居住地）とそ
の"上位の"場所に関連付けられた候補者が取得されます。候補者には理論上すべてのレベル（地域に至るまで）が存
在しますが、実際にはそうではない場合があるため、"上位"レベル（国と都道府県/州）を含めることをお薦めします。た
だし、次の例外があります。

• 「居住地」フィールドが必須ではない場合（通常、候補者の登録やインポートではオプション）。

• 新規の国の場合。Taleo居住地の場所は一元管理され、特定の新規国を含めるよう顧客要求があると、数が増
えていきます。Taleoでは、以前に都道府県や地域がない国が多数あり、該当する国の地域を顧客ごとにデータ
ベースに追加することから始めました。候補者によっては第2レベルや第3レベルを選択する機会がない場合があるた
め、検索を実行する際にはこのような候補者がデフォルトで除外されないようにすることが重要です。

例外数は完全一致の候補者数より少なくする必要があり、Taleoでは構造化された居住地を指定する機会がない候
補者を取得することが公平だと考えています。ただし、場合によってはTaleoの顧客がこの設定の変更を希望する可能
性があります。

概念検索

「概念検索」は候補者ファイルを検索するもう一つの方法で、概念および近似性に基づいて文書を含めることにより検
索結果を増やします。取得対象の文書には、検索基準として入力した内容が含まれている必要はなく、関連する概
念のみが必要です。

「概念検索」では、多くの構造化データ・エレメントは候補者ファイルには含まれておらず、「拡張検索」エンジンによって
利用されます。一部のユーザーには「概念検索」の方が好まれることがありますが、「概念検索」エンジンは「拡張検索」
の補完機能として作成されたものです。「拡張検索」では、特定の求人のソース候補者に対する必須基準を使用し
て、より精度の高い候補者ファイルを取得し、特定のジョブに必要な基準セットを明確に定義できます。検索のための
高精度の基準が存在しない場合、候補者の構造化データが存在せず、貼り付けられた履歴書または添付ファイルの
みが存在する場合、「拡張検索」で候補者が見つからず、記入が難しいジョブの摘要や他の候補者を探す基準となる
候補者に関するデータベースの情報を知りたい場合などには、「概念検索」が最適です。

「概念検索」モジュールを使用可能にすると、システム管理者は、ユーザー・タイプの権限を付与することによって「概念
検索」にアクセスできるユーザーを制御できます。

「概念検索」は「拡張検索」で使用できます。「概念検索」オプションを選択した場合、候補者を検索するには、「キー
ワード」フィールドに重要なテキスト（通常は候補者の履歴書またはジョブの摘要から取得）を入力する必要があります。
候補者ファイルの次の内容が検索されます。

概念検索で検索される内容

一般プロファイルから貼り付けられた履歴書。

一般プロファイルのキャリア目的。

一般プロファイルの追加情報。

一般プロファイルの「学歴」（「その他の教育機関」、「その他のプログラム」、「教育レベル(取得学位)」、テキストベースのユーザー定

義フィールド）

一般プロファイルの「職務経歴」（「他の雇用主」、「他のジョブ機能」、「達成」、テキストベースのユーザー定義フィールド）

ライブラリからの、質問に対するテキストベースの回答。
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概念検索で検索される内容

テキストベースのユーザー定義フィールドの回答。

次のいずれかのサポート対象ファイル形式で添付を指定した候補者ごとに最新の3件の添付ファイル

• .doc、.docx（Word）

• .txt（標準テキスト・ファイル）

• .rtf（リッチ・テキスト形式）

• .pdf（Adobe Portable Document Format）

• .htmまたは.html（ハイパーテキスト・マークアップ言語ドキュメント）

• .wpd（Word Perfect）

• .odt（Oracle 11Gを使用している場合）

その他に、使用可能な特定の検索基準を使用して「概念検索」を拡張できます。これにより、関心のある候補者を見
つけるためにデータベースを様々な概念でマイニングするとともに、高精度の基準で結果を制限できます。これは以前に
はなかった機能です。

概念検索では、データベースの索引が作成されないため、不適格な候補者を取得することはできません。

「概念検索」を使用する場合のいくつかのヒントを次に示します。

ヒント1: 「キーワード」フィールドに十分なテキストを指定する

入力する必要がある語句が少ない場合、通常は「概念検索」ではなく「キーワード」検索または「関連条件」検索を
実行することをお薦めします。「概念検索」ではテキストを分析し、重要度の高いエレメントを抽出して、データベース
の約100,000個の候補者ファイルのサンプルから抽出された重要な語句および語句間の関係と比較します。重要で
ない語句は知識ベースの参照リストから破棄されます。「概念検索」の"頭脳"では、対象語句を使用する候補者
数が少ないか多いかは評価されません。たとえば、コンサルタント・データベースで"consultant"という語句を検索し
た場合、この語句が頻出したとしても、他の語句と共有する概念が存在しない可能性があります。検索エンジンで
は、"consultant"という語句の完全一致検索が実行されますが、この基準にはほとんどの候補者が一致します。

少ない語句で「概念検索」を実行すると、重要ではない語句が含まれる可能性があります。文章全体を貼り付けて、
文中のどの情報が重要かの判断をシステムに委ね、この情報に基づいて最適な候補者を探し出すことをお薦めしま
す。

ヒント2: 相関性を低くして結果をソートする

「概念検索」エンジンでは多数の候補者が取得される傾向があります。候補者は、候補者ファイルと「概念検索」テキス
ト・ボックスとの相関性によって識別されます。通常は、取得した候補者を相関性の高い順にソートした方が便利です。

概念検索の実行

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 右上隅の「拡張検索」をクリックします。

2. 「キーワード」フィールドにテキストを入力します。

大規模なテキスト・ブロック（通常は候補者の履歴書またはジョブの摘要から取得）を入力して候補者を検索で

きます。

3. 「概念検索」オプションを選択します。

4. 表示されたフィールドに情報を入力します。

5. 他の検索フィールドを使用する場合は、「カスタマイズ」をクリックします。



候補者の管理 · 162

6. 「検索」をクリックします。

結果

検索基準を満たす候補者が検索結果リストに表示されます。

次ステップ

クイック・フィルタを使用した求人リストの絞り込み。

検索結果のフォルダへの保存と印刷。

求人に基づく候補者検索

採用センターのユーザーは、求人に基づく検索問合せを作成できます。

この検索は、求人ファイルの アイコンで実行できます。このアイコンをクリックすると、候補者拡張検索の問合せが自

動的に作成されます。デフォルト場所と最終更新日はユーザー・プリファレンス（自分の設定機能で使用可能）から取得
します。検索問合せでは、「最終更新日」と「居住地」のデフォルト構成以外に、次のデフォルト値が設定されます。

• アーカイブ・フィールドの「求人」（アクティブ化されている場合）
• キーワード: ジョブ・タイトルが入力されます。デフォルト値は 「正確な条件」です。
• 最終更新日: 「自分の設定」のユーザー・プリファレンスまたはデフォルト値。
• 居住地: システム管理者が基礎データで実行したプライマリ場所のマッピングに応じて「自分の設定」のユーザー・プリ

ファレンスまたはネットワーク場所デフォルトは「必須」です。
• 希望する場所: すべての場所（プライマリおよび追加の場所）が含まれます。デフォルトは「必須」です。
• 希望するジョブ:デフォルトは「必須」です。
• 従業員ステータス: 適性に影響する希望の値。
• スケジュール: 適性に影響する希望の値。
• ジョブ・シフト: 適性に影響する希望の値。
• ジョブ・タイプ: 適性に影響する希望の値。
• 出張(次の範囲で出張希望): 適性に影響する希望の値。
• コンピテンシ: 適性に影響し、最低基準の定義に基づく希望の値。
• ライブラリからの「質問」求人を特定した質問は検索できません。

求人に基づいて候補者検索を実行する場合、求人に対して特定の候補者を照合するか、取得されたすべての候補
者を照合するかを選択できます。そのためには、結果リストで適切な候補者を選択し、「照合…」アイコンをクリックしま
す。実行した拡張検索は求人に基づいているため、通常、該当する求人は「求人セレクタ」ウィンドウに（多くの場合は
他の求人とともに）表示されます。求人を選択し、「完了」をクリックして、選択した候補者と選択した求人を照合しま
す。

求人に基づく候補者検索

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人をオープンします。

2. をクリックします。

3. 表示されたフィールドに情報を入力します。

4. 他の検索フィールドを使用する場合は、「カスタマイズ」をクリックします。

5. 「検索」をクリックします。

結果

検索基準を満たす候補者が検索結果リストに表示されます。
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次ステップ

候補者と求人の照合

同様の候補者の検索

採用センターのユーザーは、既存の候補者の情報に基づいて同様の候補者を検索できます。

このタイプの検索（"類似"検索とも呼ばれる）は、候補者リストまたは候補者ファイルの アイコンで実行できます。

「同様の候補者の検索」では、概念検索で使用されるフィールドを検索基準に含めている候補者ファイルを使用しま
す。

この情報に加えて、「最終更新日」のデフォルト値および「概念検索」に適用されるすべての基本検索パラメータも使用
されます。システムではユーザーが現在の候補者の場所を検索したいと考えているとは判断できないため、候補者の場
所は無視されますが、ユーザー・プリファレンスで「同様の候補者の検索」にデフォルトの検索場所を使用するように指
定することもできます。「概念検索」に適用される2,500文字の制限は、「同様の候補者の検索」には適用されません。
「最終更新日」と「居住地」（場所）は、「自分の設定」で定義できるユーザー・プリファレンスです。

「同様の候補者の検索」を実行する際に「概念検索」で使用されるフィールド・リストのいずれにも情報が存在しない候
補者ファイルを使用した場合、候補者は取得されず、選択した候補者では候補者を取得できないことをエンド・ユー
ザーに通知するメッセージも表示されます。「概念検索」の参照用に選択された候補者には、添付された履歴書やプ
レーン・テキストを貼り付けられた履歴書などの重要なテキスト情報が存在する必要があります。

「同様の候補者の検索」は、一度に1つの候補者ファイルに対して実行できます。

「同様の候補者の検索」は、時給制の候補者のジョブ応募を含むすべてのタイプのジョブ応募について使用できます。

同様の候補者の検索

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「候補者」リストで、候補者を選択します。

2. をクリックします。

結果

選択した候補者ファイルに一致する候補者のリストが「検索結果」リストに表示されます。

ジョブの摘要と資格に一致する候補者の検索

求人の社外用ジョブ摘要と資格に一致する候補者を検索できます。

このタイプの検索を実行するには、求人ファイルの アイコンを使用します。

「社外用ジョブ摘要」フィールドと「資格」フィールドは検索基準として使用されます。このフィールドはいわば拡張検索の
「キーワード」フィールドに摘要や資格の全体を貼り付けることができる機能と考えることができ、2,500文字の制限はあ
りません。この2つのフィールドの他に、ユーザーの「自分の設定」のプリファレンスから取得した「最終更新日」フィールドと
「居住地」フィールドのデフォルト値が使用されます。ユーザーのプリファレンスで居住地が指定されている場合、求人で
指定された場所が使用されます。

検索に使用する居住地はTaleoネットワーク場所に基づいて決まり、求人に指定した場所が顧客定義の場所に関連
付けられます。通常は、後者の場所がネットワーク場所にマップされ、検索に使用される場所になります。
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このタイプの検索は、一度に1つの求人ファイルに対して実行できます。

ジョブの摘要と資格に一致する候補者の検索

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. をクリックします。

結果

求人の社外用ジョブ摘要と資格に最適な候補者ファイルが表示されます。求人にすでに一致した候補者を検索結
果に含めることができます。

一般プロファイル検索

一般プロファイルを提出したものの、特定の求人に応募しなかった候補者の検索結果を取得できます。

この機能が使用可能になっていれば、ユーザーは拡張検索フォームに「求人に応募している候補者を除外」検索基準
を追加して、一般プロファイルを提出し、特定のポジションに応募しなかった候補者のみを検索するかどうかを指定できま
す。この機能は、特定のジョブに応募していない候補者も検討対象に含める場合に便利です。

人材紹介会社が所有する候補者の検索結果からの除外

人材紹介会社が所有する候補者を候補者検索結果から除外できます。

この機能が使用可能であれば、ユーザーは拡張検索フォームに「人材紹介会社が所有する候補者を除外」検索基準
を追加して、人材紹介会社が所有する候補者を検索結果に含めるかどうかを指定できます。

Microsoft Excelへの候補者検索結果のエクスポート

採用センターのユーザーは、候補者リストの候補者をMicrosoft Excelスプレッドシートにエクスポートできます。

"Excelとしてダウンロード"アイコン は、すべての候補者リストで使用可能です。候補者を選択して アイコンをク

リックすると、選択した候補者セットがExcelのスプレッドシートにエクスポートされます。

Excelファイル内の列は、候補者リストに表示される実際の列によって決定されます。列がアイコンで表現されている場
合( や など)は、列のヘッダーにアイコンの値(「要注意項目」または「不適格者チェック質問の結果」など)が表示

されます。フィールドの値がブール値の場合は、表のセルにTrueまたはFalseが表示されます。フィールドの値が複数値の
場合は、表のセルに実際のテキスト値が表示されます。
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Excelスプレッドシートには、各候補者ファイルの「表示」リンクがあります。ユーザーが「表示」リンクをクリックすると、候補
者のジョブ応募に直接移動します。

Excelスプレッドシートの列は、基盤となるリスト形式で制御されます。Excelスプレッドシートへのエクスポートに列のサブ
セットを指定することはできません。

検索問合せ

検索問合せは、保存され、繰り返し使用したり、他の採用センター・ユーザーと共有できる候補者拡張検索です。

検索問合せは、採用センター・ユーザーが候補者拡張検索を実行するために選択する検索基準です。拡張検索を実
行するたびに検索問合せを作成できます。検索問合せを今後の検索のベースとして使用したり、必要に応じて変更し
て検索結果の絞り込みや範囲拡張を行うことができます。

検索問合せ機能は採用センター・ページの右上隅で使用できます。

 

 

検索問合せは、ユーザーの構成プロファイルでアクティブ化され、適切なユーザー・タイプの権限が付与されている場合に
保存できます。採用センターで検索問合せのカスタマイズ用に選択できるフィールドは、システム管理者が構成プロファイ
ルごとに設定します。ユーザーが構成プロファイルにリンクされていない場合、またはシステム管理者が追加フィールドを選
択していない構成プロファイルにリンクされている場合、採用センターで検索問合せをカスタマイズするときにはデフォルト
のフィールド・セットのみが表示されます。

次の2種類の問合せを作成できます。

• 「個人」検索問合せは、問合せを作成したユーザーのみが使用できます。

• 「共有」検索問合せは、選択されたユーザーのみが使用できます。
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検索問合せはフォルダに保存できます。詳細は、「フォルダ」を参照してください。

候補者の拡張検索問合せの保存

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 右上隅の「拡張検索」をクリックします。

2. フィールドに情報を入力します。

3. 「問合せの保存...」をクリックします。

4. フィールドに情報を入力します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

「検索問合せ」ウィンドウで検索問合せを使用できます。同じフィールドとその各値を使用して、今後同じ検索を繰り
返すことができます。

候補者の拡張検索問合せへの検索基準の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 右上隅の「検索問合せ」をクリックします。

2. 検索問合せをクリックします。

3. 「カスタマイズ」をクリックします。

4. 追加する基準の横にある「選択」をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

候補者の拡張検索問合せからの検索基準の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 右上隅の「検索問合せ」をクリックします。

2. 検索問合せをクリックします。

3. 「カスタマイズ」をクリックします。

4. 削除する基準の横にある をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

保存済検索問合せの複製

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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ステップ

1. 「検索問合せ」をクリックします。

2. 既存の問合せをオープンします。

3. をクリックします。

4. フィールドに入力します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

別の問合せの複製から作成した問合せが選択したフォルダに保存されます。

検索問合せプロパティの編集

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「検索問合せ」をクリックします。

2. 検索問合せをオープンします。

3. 「プロパティ」をクリックします。

4. 必要な変更を行います。

5. 「完了」をクリックします。

候補者の拡張検索問合せの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 右上隅の「検索問合せ」をクリックします。

2. 検索問合せを選択します。

3. をクリックします。

結果

「検索問合せ」ウィンドウで検索問合せを使用できなくなります。
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候補者フォルダ

フォルダ

採用センターでは、候補者ファイルや検索問合せの整理にフォルダが使用されています。

適切な権限を付与された採用センターのユーザーは、ニーズに最も合うようにフォルダを整理できます。候補者ファイルと
候補者検索問合せをフォルダに保存できます。フォルダの作成、削除および名前変更を行うことができ、他のユーザーと
フォルダを共有することもできます。

「フォルダ」タブは、「候補者」リストおよび「検索問合せ」リストの左パネルにあります。

 

 

フォルダの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストまたは「検索問合せ」ページの左ペインにある をクリックします。

2. 「個人」フォルダを選択します。

3. 「管理」をクリックします。

4. 「作成」を選択します。

5. 表示される空白のフィールドにフォルダ名を入力します。

6. [Enter]キーを押します。

結果

候補者ファイルまたは検索問合せを整理するためのフォルダの個人リストに新しいフォルダが表示されます。

フォルダの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

フォルダの中に含まれているファイルは、別のユーザーによってオープンされることはありません。

ステップ

1. 候補者リストまたは「検索問合せ」ページの左ペインにある をクリックします。

2. フォルダを選択します。

3. 「管理」をクリックします。

4. 「削除」を選択します。

結果

個人のフォルダ・リストからフォルダが削除されます。
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フォルダ名の変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストまたは「検索問合せ」ページの左ペインにある をクリックします。

2. フォルダを選択します。

3. 「管理」をクリックします。

4. 「名前の変更」をクリックします。

5. 新しいフォルダ名を入力します。

6. [Enter]キーを押します。

フォルダの移動

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストまたは「検索問合せ」ページの左ペインにある をクリックします。

2. フォルダを選択します。

3. 「管理」をクリックします。

4. 「ファイルの場所...」をクリックします。

5. 目的の個人フォルダを選択します。

6. そのフォルダを目的のフォルダにドラッグします。

7. 表示されるメッセージで「はい」をクリックします。

結果

個人フォルダが別のフォルダに移動します。

フォルダのプロパティの変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストまたは「検索問合せ」ページの左ペインにある をクリックします。

2. フォルダを選択します。

3. 「管理」をクリックします。

4. 「プロパティ...」を選択します。

5. フィールドに情報を入力します。

6. 「完了」をクリックします。

結果

フォルダの名前、所有者およびコメントが指定されます。
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フォルダの共有

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストまたは「検索問合せ」ページの左ペインにある をクリックします。

2. フォルダを選択します。

3. 「管理」をクリックします。

4. 「共有...」をクリックします。

5. フォルダにアクセスできるユーザーまたはグループ（あるいはその両方）を選択します。

6. 「完了」をクリックします。

結果

フォルダが共有フォルダのセクションに表示され、フォルダが共有されていることを示す手がフォルダの下に表示されま
す。ユーザーがフォルダを共有した場合、そのユーザーには自分自身のフォルダが"共有"ディレクトリに表示されませ
ん。共有フォルダは、共有フォルダへのアクセスを許可されたユーザーのみが使用できます。

フォルダへのファイルの格納

ユーザーは、後で調べるためにファイルをフォルダに保存できます。

ステップ

1. 「候補者」リストまたは「検索問合せ」ページにある をクリックします。

2. フォルダに保存するファイルのエレメントを選択します。

3. フォルダを選択します。ニーズに合うフォルダがない場合は、新しいフォルダを作成することもできます。

4. 「完了」をクリックします。
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候補者の作成

候補者の作成プロセス

採用センターのユーザーは、候補者の一般プロファイルやジョブ特定提出を作成できます。

候補者の作成には、ホーム・ページおよび「候補者」リストの「他のアクション」リストで使用可能な候補者の作成機能を
使用します。この機能は、適切なユーザー・タイプの権限を付与されている場合に使用できます。この機能を使用できる
かどうかは、ユーザーの構成プロファイルでアクセスを許可されている作成ファイルのタイプによっても異なります。

「候補者の作成」アクションを選択すると、「候補者の作成」アシスタントが起動します。ユーザーは、システム管理者に
よって対象ファイル・タイプがアクティブ化されている場合には、一般プロファイルまたはジョブ特定提出を作成できます。

候補者の一般プロファイルまたはジョブ特定提出を作成する場合、ユーザーに表示されるファイルではセキュリ
ティ・レベル（表示モードまたは編集モード）は考慮されず、ユーザーはセキュリティ・レベルの権限の有無または
フィールドに設定されたセキュリティ・レベルに関係なく、すべてのフィールドに入力できます。

作成するファイルのタイプを決定後、候補者ファイルの作成に使用するテンプレートを選択する必要があります。テンプ
レートを使用して、一般プロファイル、ジョブ特定提出、または紹介を登録します。選択した求人および要員配置タイプ
に基づいたテンプレートが表示されます。システム管理者がアクティブ化するテンプレート・セットは構成プロファイルに応じ
て異なる場合があるため、表示されるテンプレート・リストはユーザーによって異なることがあります。

作成プロセスでは、「履歴書の分析」オプションを使用して、候補者の履歴書から重要なデータ要素を抽出し、アプリ
ケーションのフィールドに自動入力できます。候補者の履歴書は、100KBまたはシステム管理者が定義したサイズを超
えることはできません。また、システム管理者が定義した適切なファイル形式に従っている必要があります。「履歴書の分
析」はテキストの書式設定（太字、斜体、箇条書き）には影響しません。この機能でヘッダーおよびフッターのテキストを
検出できます。候補者の履歴書から抽出されるデータ要素は次のとおりです。

候補者の個人情報

名

姓

ミドル・ネーム

住所

市区町村

郵便番号

自宅電話番号

Eメール・アドレス

居住地

貼り付けられた履歴書

学歴

教育レベル

卒業日
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開始日

教育機関

プログラム

職務経歴

開始日

終了日

雇用主

ジョブ機能

職責

実際の候補者ファイルを作成する前に重複チェックを実行して、候補者がすでにデータベースに存在するかどうかを確認
する必要があります。重複チェックには次のフィールドを使用できます。

• 名

• 姓

• ミドル・ネーム

• Eメール・アドレス

• 住所

• 市区町村

• 電話番号(自宅、勤務先、携帯電話、ポケットベル、FAX)

• 社会保障番号

重複が見つかった場合は、リストで表示されます。ユーザーは候補者ファイルを選択して編集できます。重複が見つから
なかった場合、または重複が見つかっても該当する候補者がリストに存在しない場合は、新しい候補者ファイルを作成
するか、または重複検索基準を変更して新しい重複チェックを実行できます。

候補者ファイル・テンプレートが表示された後、必須フィールドにデータを入力する必要があります。ファイルのレイアウト
は、システム管理者が選択したセクション、情報ブロック、フィールドを含む長い形式で表示されます。

候補者の一般プロファイルの作成

前提条件

入力が必要な情報は、システム管理者によって構成されたフローとオプションによって異なります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで、「他のアクション」リストの「候補者の作成」を選択します。

2. 「一般プロファイルの作成」を選択します。

3. 候補者ファイル作成テンプレートを選択します。

4. 候補者ファイルを作成する言語を選択します。

5. 候補者ファイルを保存するフォルダを選択します。

6. 履歴書分析機能を使用するかどうかを指定します。

ファイルは100KB以下で、形式がWord（.doc、.docx）、WordPerfect（.wpd）、テキスト（.txt）、

リッチ・テキスト形式（.rtf）、Hypertext Markup Language（.html、.htm）、Portable Document

Format（.pdf）、Excel（.xls, .xlsx）、OpenOffice Writer（.odt）のいずれかである必要があります。 また、提出に

使用した言語以外で書かれている履歴書の処理はサポートされない場合があります。
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7. 「重複チェック」ステップで、候補者がデータベースに登録済でないことを確認するための情報を入力します。

a) 重複が見つかった場合は、リストで表示されます。候補者ファイルを選択してファイルを編集できます。

b) 重複が見つからないか、重複が見つかったが候補者がリストに含まれていない場合は、新しい候補者ファイ

ルを作成するか、重複検索基準を変更して新しい重複チェックを実行できます。

候補者のジョブ特定提出の作成

前提条件

入力が必要な情報は、システム管理者によって構成されたフローとオプションによって異なります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで、「他のアクション」リストの「候補者の作成」を選択します。

2. 「ジョブ特定提出の作成」を選択します。

3. 候補者の提出を作成する言語を選択します。

4. 候補者が応募する求人を選択します。

5. 候補者ファイル作成テンプレートを選択します。

6. 履歴書分析機能を使用するかどうかを指定します。

ファイルは100KB以下で、形式がWord（.doc、.docx）、WordPerfect（.wpd）、テキスト（.txt）、

リッチ・テキスト形式（.rtf）、Hypertext Markup Language（.html、.htm）、Portable Document

Format（.pdf）、Excel（.xls, .xlsx）、OpenOffice Writer（.odt）のいずれかである必要があります。 また、提出に

使用した言語以外で書かれている履歴書の処理はサポートされない場合があります。

7. 「重複チェック」ステップで、候補者がデータベースに登録済でないことを確認するための情報を入力します。

a) 重複が見つかった場合は、リストで表示されます。候補者ファイルを選択してファイルを編集できます。

b) 重複が見つからないか、重複が見つかったが候補者がリストに含まれていない場合は、新しい候補者ファイ

ルを作成するか、重複検索基準を変更して新しい重複チェックを実行できます。

候補者

候補者とは、ジョブに応募した個人、プロファイルを提出した個人、または紹介された個人です。

次の個人が候補者に該当します。

• プロファイルを提出した個人

• ジョブ応募を作成した個人

• ユーザーがプロファイルを作成した対象者

• ユーザーがジョブ応募を作成した対象者

• 人材募集に対してエージェントから紹介された個人

• 人材募集に対して友人から紹介された個人

• エージェントがプロファイルを提出した対象者

• 紹介者がプロファイルを提出した対象者

• 採用システムのユーザーが作成した対象者

社内/社外の候補者に関する詳細

候補者の社内/社外の状態は、一般プロファイルおよびジョブ応募レベルで追跡されます。

「一般プロファイル」の場合: 社内候補者は アイコンで識別されます。このアイコンは、左ペインの候補者カードおよび
候補者リストに表示されます。通常、社内用キャリア・セクションからジョブに応募した候補者またはプロファイルを提出し
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た候補者は、自動的に社内候補者として扱われます。その他のすべての候補者は、デフォルトで社外候補者として扱
われます。ただし、社外用キャリア・セクションから手続きし、応募フローの構成で許可されている場合、社外用キャリア・
セクションから応募する候補者は社内候補者であることを示して社内指示を受けることができます。また、採用センター
のユーザーは、「社内候補者」チェック・ボックスを使用して、候補者ファイル内の候補者の社内/社外状態を直接変更
できる場合があります(このチェック・ボックスは、候補者ファイルの「候補者の個人情報」セクションの「一般プロファイル」タ
ブにあります)。

また、採用センターのユーザーは、候補者が社内候補者であることを自動的に識別し、候補者選考ワークフローのス
テータスが「採用」または「採用済」になった候補者の一般プロファイルが「社内」として示されるように自動更新できる場
合があります。該当する候補者は、候補者リストにアイコンが表示されます。一般プロファイル・レベルで「社内」指示を
受けた候補者は、社外用キャリア・セクションから応募した場合でも、一般プロファイルでは社内候補者として扱われま
す。退職従業員からこの指示を削除するには、承認されたシステム・ユーザーの権限または統合が必要です。統合およ
びレポートの目的で、このフィールドには"Candidate.InternalApplication"という名前が付けられます。

「提出」の場合: 社内/社外提出は、候補者の提出の候補者カードの下にある「提出タイプ」フィールドで識別されま
す。社内/社外状態の値を使用してメトリックおよび分析を改善できます。アプリケーション・レベルで「社内」または「社
外」を指定しなくても採用されたすべての候補者が"社内"になる場合があるため、すべての採用者がメトリックに"社内
採用者"として表示されることがありますが、これは不適切です。「提出タイプ」フィールドの値は「社外」または「社内」の
いずれかであり、現在この値は編集できません。このフィールドは、ジョブ応募が完了した時点で厳密に候補者のプロファ
イルの社内/社外の値から導出されます。統合およびレポートの目的で、このフィールドには"Application.IsInternal"と
いう名前が付けられます。



175 · Recruiting User Guide

候補者アクション

候補者ファイルの編集

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで、候補者の名前をクリックします。

2. 「ジョブ応募/一般プロファイル」タブの「編集」をクリックします。

3. 必要に応じて情報を変更します。

4. 「保存」をクリックします。

候補者ファイルの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 検索ウィジェットに候補者の名前を入力します。

2. 「クイック検索の結果」リストで、候補者ファイルを選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「候補者の削除」を選択します。

4. 「はい」をクリックして、削除を確認します。

結果

候補者ファイルはデータベースから完全に削除されます。

最初にオンボーディング(トランジション)で削除されなかったオンボーディング(トランジション)プロセスに組み込まれた候
補者は、削除されません。オンボーディング(トランジション)には、以前の完了したプロセスおよび取り消されたプロセス
を削除するための固有の自動タスクがあります。このタスクを実行し、候補者に関連付けられたプロセスが残っていな
い場合、後から採用センターの削除方法のいずれかを使用して候補者を削除できます。

候補者ファイルとは異なり、従業員ファイルを採用センターで削除することはできません。これは設計上の意図による
ものです。たとえば、ファイルに採用マネージャ、組織、場所、ジョブ・フィールド（OLF）、写真などが含まれる候補者
は削除できません。

候補者の提出の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「候補者」リストで、候補者ファイルを選択します。

2. 「他のアクション」リストで、「提出の削除」を選択します。

3. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

候補者の提出は求人から削除されます。対象求人の候補者のステータスは「削除済」になります。



候補者の管理 · 176

最初にTaleoトランジションで削除されなかったTaleoトランジション・プロセスに組み込まれた候補者は、削除されませ
ん。 詳細は、「採用のオンボーディング(トランジション)プロセス」を参照してください。

候補者ファイルの印刷

前提条件

一度に最大50個の候補者ファイルを印刷できます。

ステップ

1. 候補者ファイルを選択します。

2. をクリックします。

3. 印刷パラメータを指定します。

4. 「PDFの作成」をクリックします。

5. PDFが表示されているページをクリックします。

6. Windowsの「ファイル」メニューで「印刷」を選択します。

候補者アカウントのロック解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「一般プロファイル」タブをクリックします。

2. 候補者識別を確認します。

3. 「アカウント情報」セクションで、「アカウントのロック解除」をクリックします。

候補者アカウントのパスワードの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者識別を確認します。

2. 候補者ファイルで、「一般プロファイル」タブをクリックします。

3. 「アカウント情報」セクションで、「新規パスワードの作成」をクリックします。

4. 「はい」をクリックして、選択を確認します。

5. 「OK」をクリックします。

結果

候補者の要求に従って新規パスワードが作成されます。新規の自動生成パスワードは一時的なものです。候補者
は、次回のログイン時に1回のみこのパスワードを使用できます。その後、候補者には強制的にパスワードの変更が
要求されます。

候補者の社内/社外状態の変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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ステップ

1. 候補者ファイルで、「一般プロファイル」タブをクリックします。

場合によっては、左ペインの候補者カードをめくる必要があります。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「候補者の個人情報」セクションで、「社内候補者」フィールドを選択するか選択を解除します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

候補者ファイルでの等級の入力

前提条件

候補者選考ワークフローの1ステップにこのアクションが追加されている必要があります。

候補者が「等級の入力」アクションを含むステップに位置している必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルの「他のアクション」リストで、「等級の入力...」を選択します。

2. 必要に応じてフィールドに入力します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

等級が「履歴」タブに表示されます。

候補者ファイルへの添付ファイルの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ファイルのウィルス・スキャンが実行されます。ウィルスが検出された場合、ファイルは添付されません。ファイル情報が表
示されるか、別のファイルを添付するよう求められます。

ステップ

1. 候補者ファイルを選択します。

2. をクリックします。

3. 「参照」をクリックしてファイルを選択します。

4. ファイルを候補者に表示するかどうかを指示します。

デフォルトでは、採用担当者と候補者は、候補者に表示する最大5つのファイルを添付できます。

5. 「完了」をクリックします。

候補者ファイルからの添付ファイルの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「添付」タブをクリックします。

2. 添付ファイル名の上にポインタを置きます。

3. をクリックします。

4. 警告ウィンドウで削除を確認します。
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候補者ファイルでの添付ファイルの表示

ステップ

1. 候補者ファイルで、「添付」タブをクリックします。

2. 「添付」リストで、添付の名前をクリックします。

候補者リストでの候補者添付のプレビュー

採用センターのユーザーは、プレビュー・ペインを使用して、候補者添付を直接候補者リストから迅速にプレビューできま
す。

候補者リストは分割画面で表示されるため、採用担当者はリストから移動しなくても候補者添付をプレビューできま
す。候補者添付をプレビューする方法は2つあります。

1)候補者リストの上部にある「添付のプレビュー」アイコン をクリックし、チェック・ボックスを使用して候補者を選択し

ます。

 

 

2)候補者の行の添付アイコンをクリックします。「添付のプレビュー」アイコンがオフになっていた場合は、自動的にオンにな
ります。
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プレビュー・ペインでは、ファイルはHTMLに変換され、各添付はそれぞれ独自のタブに表示されます。採用担当者は添
付をダウンロードするか、履歴書としてタグ付けできます。また、提出に固有の添付など、添付のタイプを選択してプレ
ビューすることもできます。プレビュー・ペインのサイズはスプリッタ・バーで変更できます。

この機能はすべての候補者リストで使用可能です。つまり、候補者リスト、求人を特定した候補者リスト、候補者の検
索結果リスト、「フォルダ」タブ、「タレント・プール」タブで使用可能です。

候補者ファイルでのコメントの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、 をクリックします。

2. コメントを追加します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

コメントが候補者ファイルの「履歴」タブに表示されます。保存後10～15分程度経過すると、コメントを検索できるよ
うになります。コメントは大文字と小文字を区別せず、検索時に引用符は不要です。候補者はコメントを表示できま
せん。
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候補者ファイルの「履歴」タブでのコメントの変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「履歴」タブをクリックします。

2. 「履歴」タブで、 をクリックします。

3. コメントを変更します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

変更したコメントが「履歴」タブの「コメント」列に表示されます。

候補者ファイルの「履歴」タブでのイベント・カテゴリの変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「履歴」タブをクリックします。

2. 「変更」をクリックします。

3. 目的のイベント・カテゴリを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

選択したイベント・カテゴリに関連したイベントが、候補者ファイルの「履歴」タブに表示されます。

次ステップ

フィルタの「履歴の表示」を使用したイベントのフィルタリング。

候補者ファイルの「履歴」タブでのイベント日付の変更

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「履歴」タブをクリックします。

2. 「履歴」タブを選択します。

3. イベントの横にある をクリックします。

4. 日付をクリックします。

結果

イベントの日付が変更され、候補者ファイルに対するアクションが実際に発生した日時が指定されます。
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次のステップへの候補者の移動

前提条件

候補者は、「移動」アクションを含むステップに位置している必要があります。

候補者は完了ステータスである必要があります。

RSOfferステップに候補者は存在できません。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者を選択します。

2. 「他のアクション」リストで「ステップ/ステータスの変更」を選択します。

3. 新しいステップを選択します。

4. オプション: 名前、期日および摘要を入力して自己割当タスクを作成します。

現時点では、候補者を次のステップに移動するときに、自己割当タスクにリマインダを設定することはできません。

5. オプション: 連絡事項を送信します。

6. 「完了」をクリックします。

次のステップへの複数候補者の移動

前提条件

候補者は同じステップに位置している必要があります。

候補者は完了ステータスである必要があります。

ステップには「移動」アクションが含まれている必要があります。

候補者がRSOfferステップに位置していない必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 複数の候補者を選択します。

2. 「他のアクション」リストで「ステップ/ステータスの変更」を選択します。

3. 新しいステップを選択します。

4. オプション: 名前、期日および摘要を入力して自己割当タスクを作成します。

5. オプション: 連絡事項を送信します。

6. 「完了」をクリックします。

任意のステップへの候補者の移動

前提条件

候補者は完了ステータスである必要があります。

ステップに「バイパス」アクションが含まれている必要があります。

候補者がRSOfferステップに位置していない必要があります。
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ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者を選択します。

2. 「他のアクション」リストから「バイパス」を選択します。

3. 新しいステップを選択します。

4. オプション: 名前、期日および摘要を入力して自己割当タスクを作成します。

5. オプション: 連絡事項を送信します。

6. 「完了」をクリックします。

任意のステップへの複数候補者の移動

前提条件

候補者は同じステップに位置している必要があります。

候補者は完了ステータスである必要があります。

ステップに「バイパス」アクションが含まれている必要があります。

候補者がRSOfferステップに位置していない必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 複数の候補者を選択します。

2. 「他のアクション」リストで「バイパス」を選択します。

3. 新しいステップを選択します。

4. オプション: 名前、期日および摘要を入力して自己割当タスクを作成します。

5. オプション: 連絡事項を送信します。

6. 「完了」をクリックします。

以前に達したステップ/ステータスに戻す

前提条件

このステップでは、「元に戻す」アクションが含まれている必要があります。

RSOfferステップの場合はこの操作を実行できません。

ステップ

1. 候補者ファイルの「他のアクション」リストで、「元に戻す」を選択します。

2. 「元に戻す」ウィンドウで、コメントを追加します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

候補者は以前に達したステップおよびステータスに戻ります。

候補者のステータスの変更

前提条件

候補者がいるステップには、「ステータスの変更」アクションが含まれている必要があります。
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候補者がRSOfferステップに位置していない必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルを選択します。

2. 「他のアクション」リストで「ステップ/ステータスの変更」を選択します。

3. 新しいステータスを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

候補者のステータスが変更されます。

複数の候補者のステータスの変更

前提条件

ステップには「ステータスの変更」アクションが含まれている必要があります。

候補者がRSOfferステップに位置していない必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで、複数の候補者ファイルを選択します。

2. 「他のアクション」リストで「ステップ/ステータスの変更」を選択します。

3. 新しいステータスを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

複数の候補者のステータスが変更されます。
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候補者重複チェック

重複する候補者のチェック

採用センターの「重複をチェック」アクションでは、候補者がすでにデータベースに存在するかどうかを確認できます。

「重複をチェック」アクションは次の場所から使用できます。

• 「候補者」リストの「他のアクション」メニュー

• 「候補者」リストのコンテキスト依存アクション・メニュー

• 「候補者」ファイルの「他のアクション」メニュー

• ジョブ特定の「候補者」リストの「他のアクション」メニュー

• ジョブ特定の「候補者」リストのコンテキスト依存アクション・メニュー

「重複をチェック」アクションを選択すると、システム管理者が作成した重複チェック条件に対して重複チェックが実行され
ます。条件に一致する候補者が「クイック検索の結果」リストに表示されます。2つの候補者ファイルが重複する場合、
採用センターのユーザーは アイコンを使用してファイルをマージできます。

重複する候補者のチェック

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで、「重複をチェック...」を選択します。

結果

重複が見つかった場合、「クイック検索の結果」リストに表示されます。

次ステップ

候補者ファイルのマージ
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候補者ファイルのマージ

候補者ファイルのマージ

採用センターのユーザーは、複数の候補者ファイルを1つのファイルに結合できます。

採用センターのユーザーは、「重複をチェック」アクションを使用するか、候補者リスト内で、あるいはクイック検索または拡
張検索を実行した後で、2～10個の候補者ファイルを選択し、マージ・アイコン を使用してマージできます。

システムでは、選択した候補者ファイルが重複ファイルであるかどうかを確認するため、システム管理者が作成した重複
チェック条件に対して重複チェックが実行されます。重複チェックが完了すると、最新の情報を含む候補者ファイルまたは
紹介時に最初に紹介された候補者ファイルを選択することによってマスター候補者ファイルが提示されます。

ユーザーは、別のファイルをマスター候補者ファイルとして指定し、不要になった候補者ファイルを削除できます。

また、重複ファイルをマスター・ファイルにマージする順序を選択することもできます。重複候補者ファイルからマスター候補
者ファイルの空のフィールドに追加された情報は、マージ・プロセスで後から配置される他の重複候補ファイルの対応する
情報で上書きされません。そのため、ファイルをマージする順序は結果に影響します。

マージが実行されると、重複ファイルの内容がマスター候補者ファイルの内容に追加されます。

「学歴」、「職務経歴」、「資格」の各ブロックに関する特殊なルールがあります。各ブロックは特定のフィールド
（教育機関、プログラム、教育レベル、雇用主、ジョブ機能、有効期限、発行日、番号/ID）を使用して評価
されます。

• 各ブロックのフィールドの内容が異なる場合、マスター候補者ファイルに新しいエントリが追加され、その内
容がコピーされます。

• 各ブロックのフィールドの内容が同一の場合、それぞれのブロックのデータがマージされます。

候補者の住所については、「日付: 自」フィールドと「日付: 至」フィールドが考慮されます。

• 「日付: 自」フィールドが異なる場合、「日付: 至」フィールドが参照されます。「日付: 至」フィールドも異なる
場合、マスター候補者ファイルに新しいエントリが追加され、その内容がコピーされます。

• 2つのフィールドにデータが存在しない場合、マスター候補者ファイルに新しいエントリが追加され、その内容
がコピーされます。

• 2つのフィールドの内容が同一の場合、それぞれのブロックのデータがマージされます。

候補者ファイルをマージする際にEメール通知オプションを選択した場合、候補者ファイルがマージされたことを通知し、新
しい候補者ファイルをレビューするよう促すEメール・メッセージがマスター候補者またはマスター候補者を所有するエージェ
ントに送信されます。

重複ファイルに添付されたファイルもマージされます。各候補者の添付数の上限に達したか、上限を超えた場合、添付
はマージされますが、候補者はそれ以上ファイルを追加できません。

マージが実行されると、候補者の提出がマスター候補者ファイルに追加されます。マスター候補者ファイルの提出と矛盾
する場合、提出はマスター候補者ファイルに追加されません。

マージ・アクションで多言語の候補者ファイルを作成できます。異なる言語の候補者ファイルをマージすると、マスター候
補者ファイルには複数の言語が含まれます。マスター候補者ファイルの言語は一般的な連絡事項に使用されます。提
出特定の連絡事項には候補者が希望する言語が使用されます。

マージ・アクションは、候補者ファイルが次のオファー・ステータスの場合に実行できます。

• ドラフト

• 受理
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• 採用決定撤回

• 取消済

• 受理撤回

• 否認済

• 不受理

次の場合には、重複候補者ファイル（マスター・ファイルにマージ可能なファイル）をマージできません。

• 候補者がすでにオンボーディング・プロセスに進んでいる場合

• 候補者にペンディング中のインタビュー要求がある場合

• 候補者ファイルに従業員ファイルがある場合

• 候補者ファイルに経歴チェック、税金控除資格チェック、アセスメントなどの未完了の外部サービス要求（オープン
なPassportトランザクション）が含まれている場合

推奨される方法として、オンボーディング・プロセスを開始する場合、あるいは候補者を採用する場合には、
「レガシー・オンボーディング」または「オンボーディング(トランジション)」プロセスで、あるいはパフォーマンス管理用
の従業員ファイルを作成することによって、現在の候補者の編集をロックする前に、重複チェック機能を使用し
て重複するファイルが存在しないことを確認します。

Taleoオンボーディング(トランジション)に関するノート: 複数の候補者ファイルをマージすると、選択したマスター
候補者ファイルは維持され、場合によっては削除する別の候補者ファイルからの情報が付加されます。オン
ボーディング(トランジション)プロセスはマスター候補者ファイルに関連付けることができます。ただし、オンボーディ
ング(トランジション)プロセス(ステータスにかかわらず)がマージ対象となる他の候補者ファイルのいずれかに関連
付けられている場合、マージは失敗します。

候補者ファイルのマージ

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

重複候補者ファイルのいずれかが、すでにオンボーディング・プロセスに進んでいる場合、ペンディング中のインタビュー
要求を含んでいる場合、経歴チェックなどの未完了の外部サービス要求を含んでいる場合、あるいは候補者ファイル
に従業員ファイルがある場合には、マージ機能は使用できません。

ステップ

1. 「候補者」リストで、候補者ファイルを選択します。

最大10個の候補者ファイルを選択できます。

2. をクリックします。

候補者がすでにデータベースに存在するかどうかを確認する重複チェックが実行されます。 重複チェックが完了す

ると、最新の情報を含む候補者ファイルまたは紹介時に最初に紹介された候補者ファイルを選択することによっ

てマスター候補者ファイルが提示されます。

3. オプション: 「マスター」ドロップダウン・リストで、別のマスター候補者ファイルを選択します。

4. オプション: 候補者ファイル名の横にある を使用して、不要な重複候補者ファイルを削除します。

5. オプション: 「順序変更」ボタンを使用して、重複ファイルをマスター・ファイルにマージする順序を選択することもで

きます。

6. 候補者ファイルがマージされたことを通知し、新しい候補者ファイルをレビューするよう促すEメール通知をマスター

候補者またはマスター候補者を所有するエージェントに送信するかどうかを指定します。

7. 「完了」をクリックします。
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候補者の比較

候補者ファイルの比較

採用センターのユーザーは、複数の候補者ファイルを横に並べて表示し、比較できます。

ユーザーは、求人を特定した候補者リストから複数の候補者ファイルを選択し、「他のアクション」リストで「比較」アクショ
ンを起動できます。

同時に並べて表示できる候補者ファイルの数は最大4つです。ただし、5つ以上の候補者ファイルを比較することもできま
す。情報のセクションを展開または縮小して、4つの候補者ファイルの特定の比較項目について最も関心のある基準に
焦点を当て、 アイコンをクリックすることによって候補者ファイルをロックし、他の候補者ファイルとの比較用に参照できま

す。以前に選択した他の候補者をスクロールして表示しながら比較を続け、必要に応じて、候補者の列の右上隅にあ
る小さいxを使用して比較ビューから不要な候補者を削除できます。

候補者ファイルの比較時に表示される情報のセクションは、候補者ファイルに構成したブロックに対応します。比較プロセ
スには次のフィールドが含まれます（候補者ファイルに存在する場合）。スクリーニング結果以外のUDFは比較対象フィー
ルドに含まれません。

ブロック フィールド

基本プロファイル
• 教育レベル

• ジョブ・レベル

• ジョブ・タイプ

• スケジュール

• シフト

• 従業員ステータス

• 最低年俸

• 通貨

• 出張

• 事前通知

• 勤務可能な日

職務経歴
• 達成

• 現在のジョブ

• 雇用主

• 開始日

• 終了日

• ジョブ機能

• 他の雇用主

• その他の機能

勤務条件
• 通貨

• 予定時給

• 可能勤務時間(週単位)

• 希望する勤務時間(週単位)

• 休日勤務可能
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ブロック フィールド

• 週末勤務可能

資格
• 資格

• 有効期限

• 発行日

• 場所

• 組織

• その他の資格

学歴
• プログラム

• 教育機関

• その他の教育機関

• その他のプログラム

• 開始日

• 卒業日

• 成績平均/成績平均/満点

• 高校卒業または高卒認定を有する

• 市区町村

プレスクリーニング
• すべての質問

• すべてのコンピテンス

シフト勤務可能性
• グリッド

ソース追跡
• ソースまたはイベントの表示

スクリーニング・サービス
• 各サービスの最新結果

提出メディア
• 表示メディア

派遣
• 請求レート

• 消費税を勘定に記入

• 給与レート

• 就業者タイプ

候補者を比較する場合、一定のアクションを実行できます。アクションは、アクションの実行時に比較ウィンドウに存在す
るすべての候補者に適用されます。ドロップダウン矢印を使用して個別のアクションを実行することもできます。使用可能
なアクションは次のとおりです。

• ステップ/ステータスの変更

• バイパス

• 元に戻す

• 連絡事項の送信

• コメントの追加

• 自己割当タスクの作成

• 等級の入力

• フォルダ内のファイル
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• 同様の候補者の検索

• 照合

• 共有

候補者ファイルの比較

前提条件

候補者ファイルを同じ求人にリンクする必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ステップ

1. 「求人」リストで、希望する求人の 列の数字をクリックします。

2. 選択した求人の候補者リストで、比較する候補者を選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「比較」を選択します。

4. 候補者を比較します。
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候補者の共有

候補者ファイルの共有

採用センターのユーザーは、候補者の共有機能を使用して、1つ以上の候補者ファイルをEメールで他のユーザーと共有
できます。候補者ファイルの共有では、候補者データが含まれるPDFファイルが生成されます。

共有アクションは アイコンで示され、候補者リストおよび候補者ファイルで使用できます。一度に最大50個までの候

補者ファイルを共有できます。

特定の設定値に基づいて2つの共有モードを使用できます。

• レガシー・モードでは、共有する候補者ごとに1つのPDFが生成されます。

• 新しいモードでは、共有するすべての候補者のデータおよび添付を統合した単一のPDFが生成され、クラウドで保
存されます。

レガシーの候補者共有モード

レガシーの候補者共有モードを使用すると、次の操作が可能です。

• PDFは、共有する候補者ごとに生成されます。

• 共有する候補者ごとに、各受信者に別個のEメールが送信されます。

• "候補者の共有の通知"メッセージ・テンプレートが使用され、PDFと添付が含まれます。

新しい候補者共有モード(別名Flipbook)

新しい候補者共有モードを使用すると、次の操作が可能です。

• 共有するすべての候補者のデータおよび添付を統合した単一のPDFが生成され、クラウドで保存されます。

• 共有する候補者ごとに1つではなく、各受信者に1つのEメールが送信されます。

• "候補者の共有の通知 - 共有候補者情報にアクセスするリンク"というメッセージ・テンプレートが使用され、クラウド
内のPDFおよび添付にアクセスするリンクが含まれます。PDFファイルおよび添付はEメールに添付されません。 この
メッセージ・テンプレートに、{Candidate.FullName}のようなトークン変数を追加できますが、複数の候補者が共有さ
れる場合には値は移入されません。 この場合は、複数の候補者に対してメッセージは1つのみになります。

• 生成されるPDFには目次が含まれるため、ユーザーは候補者ファイル間を簡単にナビゲートできます。PDF内の「ブッ
クマーク」アイコンをクリックすると、目次が表示されます。

• 添付を変換できない場合は、クラウド内で直接アクセスするためのリンクがPDFに含まれます。PDFの最初には、選
択した候補者全員のすべての変換エラーが含まれる変換ログが挿入されます。 PDFの変換ファイルが入るはずの場
所には、"プレースホルダ"ページが配置されます。

• 一度に最大50個までの候補者ファイルを共有できます。

• サポートされるフォントが追加されました。追加フォントのサポートにより、候補者添付を共有または印刷するときの出
力文書のPDF変換品質が向上します。

今回のフォントのサポートの改善では、文書で使用されるより多くの一般的なフォントに対応します。ただし、候
補者が提出する文書の中で使用される可能性があるすべてのフォントをサポートするわけではありません。 

新しい候補者共有モードでは、提出添付をPDFファイルに変換します。ただし、PDFファイルでは元の添付がピ
クセルまで完全に表現されない場合があります。その結果、元の文書とPDFに変換された文書との間で書式
設定に違いが発生します。バージョン13C MP7からは、新しい候補者共有モードで、共有する元の添付への
リンクが埋め込まれます。添付へのリンクは、各候補者セクションの最初に表示されます。ユーザーはこのリンク
をクリックして、元の添付をオープンできます。これにより、共有する提出添付をダウンロードして表示できます。
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ユーザーは、ログインしなくてもこれらの添付にアクセスできます。新しい候補者共有モードのPDF変換プロセス
では、UTF-8エンコーディングがサポートされます。

生成されたPDF内の添付

候補者ファイルを共有する場合に添付を含めることができます。3つのオプションが使用可能です。

• 最新のフラグ付き履歴書

• 候補者別に表示(フラグ付き履歴書を除外)

• 候補者別に表示しない(フラグ付き履歴書を除外)

候補者を共有機能の履歴追跡

候補者ファイルを共有する場合に履歴を含めることができます。

「履歴」オプションを選択すると、共有された候補者の追跡イベントが含まれます。一般プロファイルを共有すると、関連
する一般プロファイル履歴のみが共有されます。ジョブ応募を共有すると、そのジョブ応募に関連する履歴のみが共有さ
れます。

オファー履歴情報は、次の条件を満たしている場合、ファイルに含まれます。

• ファイルを共有するユーザーに「オファーの表示」権限がある。

• ユーザーが「候補者を共有」アシスタントの「オファー」オプションを選択している。

• 候補者ファイルにオファー・データが含まれている。複数の候補者を共有する場合、オファー・データは使用できませ
ん。

候補者の共有の動作

ユーザーが候補者を共有する場合、次の事項が適用されます。

• ユーザーがアクセスを許可されている内容または会社が共有を許可している内容のみを共有できます。

• 共有できる候補者ファイルの内容は、ユーザーが表示できる内容によって定義されます。表示可能なセクションは共
有可能です。

• 添付を共有できるかどうかは、ユーザーに添付ファイルの表示が許可されているかどうかによって決まります。

• オファー内容は、次の条件を満たしていれば、共有対象として選択できます。

• ユーザーにオファー内容の表示権限がある。

• 共有対象のファイルがジョブ応募である。

• 対象ファイルにオファー・データが含まれている。

• 紹介は共有できます。

• 履歴追跡は共有できます。

• タスクは共有できません。

• 承認は共有できません。

受信者が受け取る共有候補者ファイルは次のように扱われます。

• データが存在しないセクションは、選択されていても共有ファイルから削除されます。Passport、「電子署名」、「規
約」のサブセクションは、共有ファイルを送信するときに共有の送信者が含めた候補者ファイルのセクション内に存在
する場合でも、共有には含まれません。

• 共有ファイルはフィールド・レベル・セキュリティの制限付きプロファイルに従います。共有ユーザーの権限にかかわらず、
セキュリティ・レベルが「機密」のフィールドは共有されず、セキュリティ・レベルが「一般」または「制限付き」のフィールド
は常に共有されます。そのため、共有候補者ファイルでは、ユーザーが採用センターで表示可能な内容を含めたり、
除外したりすることができます。

• タスクは含まれません。

• 承認は含まれません。
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候補者ファイルの共有

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

一度に最大50個までの候補者ファイルを共有できます。

ステップ

1. 1つ以上の候補者ファイルを選択します。

2. をクリックします。

3. 受信者を選択します。次の2つのオプションがあります。

• 「Eメール・アドレス」フィールドにEメール・アドレスを入力して、社外受信者を追加できます。または

• システム・データベースに入力された受信者を選択できます。

4. 「次」をクリックします。

5. 候補者ファイルの共有する内容(セクション)を選択します。

6. 「共有」をクリックします。

結果

受信者にEメール・メッセージが送信されます。レガシーの候補者共有モードを使用した場合は、"候補者の共有の
通知"メッセージ・テンプレートが受信者に送信されます。このテンプレートには候補者ファイルのPDFと添付が含まれ
ています。新しい候補者共有モードを使用した場合は、"候補者の共有の通知 - 共有候補者情報にアクセスする
リンク"というメッセージ・テンプレートが受信者に送信されます。このテンプレートにはクラウド内のPDFおよび添付にア
クセスするリンクが含まれます。PDFファイルおよび添付はEメールに添付されません。
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求人への候補者の照合

候補者と求人の照合

採用センターのユーザーは、1つまたは複数の候補者ファイルを選択して、1つまたは複数の求人ファイルと照合できま
す。

照合アクションは アイコンを使用して、あるいは候補者リストまたは候補者ファイルから実行できます。

基本的には、ユーザーが候補者ファイルを選択して をクリックすると、求人リストが表示されます。求人は、システム

管理者によって設定されたデフォルト求人照合基準に一致した場合に表示されます。このデフォルトの基準を変更し
て、特定の候補者により適した求人を探すことができます。これを行うには、「候補者の照合」ウィンドウおよび「求人」
ウィンドウにある「一致求人」オプションを選択し、 アイコンをクリックします。求人との照合が完了した後、照合が完

了したことを通知するEメールを候補者に送信したり、候補者の応募に関する追加情報を取得することもできます。キャ
リア・セクションに表示できない求人に候補者を案内することを避けるため、Eメールは掲載されている求人に関してのみ
送信されます。

一致基準

「希望するジョブ」と「ジョブ」

「希望する場所」と「場所」

「希望する組織」と「組織」

「居住地」と「場所」

コンピテンシ

「質問」

ジョブ・レベル

ジョブ・タイプ

スケジュール

シフト

従業員ステータス

教育レベル

出張

最低年俸

一致基準（コンピテンシと質問を除く）は「希望」または「必須」に設定できます。

• 必須: 基準は必須です。候補者ファイルと求人ファイルの内容に一致する項目が存在する必要があります。基準を
満たしている求人ファイルは、ユーザーに提示する求人リストに表示されます。

• 希望: この基準はアセットです。候補者ファイルと求人ファイルの内容に一致する項目が存在する必要はありませ
ん。「希望」基準はプラスとみなされます。希望基準に一致しない求人ファイルは否認されません。
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すべての必須基準と一部の希望基準を満たしている求人ファイルは、ユーザーに提示する求人リストの最上部に表示
されます。

「コンピテンシ」および「質問」基準はワイルドカードとみなされます。求人でこれらの基準が必須として選択されていない
場合、または候補者がこれらの基準に対する回答を入力していない場合、回答はまだ検討中です。

候補者と求人の照合

前提条件

候補者を照合できるのは、「承認済」ステータスの求人のみです。

候補者ファイルは登録済の個人として識別しないでください(候補者名の横に アイコンが表示されます)。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルを選択します。

2. をクリックします。

3. 希望する求人の横にある「選択」をクリックします。求人が表示されない場合は、クイック・フィルタで別の値を選

択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

ユーザーが候補者ファイルを選択して特定の求人と照合しました。選択された候補者が求人の検討対象になりま
す。

求人照合の基準の変更

ステップ

1. 候補者ファイルを選択します。

2. をクリックします。

3. 「クイック・フィルタ」ペインで、「一致求人」を選択して をクリックします。

4. 「一致基準」ウィンドウで、各タブに表示されている基準を変更します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

求人の検索基準が変更され、候補者により適した求人を探せるようになります。求人リストが選択した基準に従っ
て変更されます。

求人に一致した候補者へのEメール送信

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「掲載とソーシング」タブを選択します。
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2. 「キャリア」セクションで、「一致候補者のプレビュー」を選択します。

3. 「求人の掲載 - 一致候補者のフィルタ」ウィンドウで、Eメールの宛先となる候補者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

選択した候補者にジョブへの応募を案内するEメールが送信されます。
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候補者の最初の提出メディアと最終提出メディア

採用センターのユーザーは、候補者に関する情報を提出するために最初に使用されたメディアと最後に使用されたメ
ディアを表示できます。

ジョブへの応募は多くの方法でシステムに入力できます。候補者が標準またはモバイルのキャリア・セクションを使用して
応募できるほか、人材紹介会社、紹介または採用センターが実施する照合による候補者の提出も可能です。候補者
はその後、キャリア・セクションを訪問して応募ワークフローを完了するよう招待されます。

採用センターでは、候補者ファイルの「プロファイル」セクションに、メディアに関する次の2つのフィールドを表示します。

• 「最初の提出メディア」フィールドは、候補者の提出が最初に行われたときに使用されたメディアを示します。「最初の
提出メディア」は読取り専用です。

• 「最終提出メディア」フィールドは、最新の提出に使用されたメディアを示します。最後に使用されたメディアと異なる
メディアを使用して提出が更新されると、「最終提出メディア」は自動的に更新されます。

採用センターのユーザーは、対応するリストから選択することにより、使用された最新のメディアを手動で示すことができま
す。リストでは次の選択が可能です。

• 人材紹介会社

• Eメール

• 外部インポート: 外部システムからインポートされた候補者情報から提出を作成するための将来の機能をサポートす
るために作成される値。

• FAX

• インポート

• インターネット・マイニング

• ジョブに一致

• オンライン

• オンライン・モバイル: モバイル・キャリア・セクションを使用する候補者に関連付けられる値。

• 電話

• 紹介: 社員紹介を通じて作成された候補者に関連付けられる値。

• 再開

• 要員配置ステーション: 「要員配置ステーション」は提供されなくなったため、候補者の作成プロセスで選択できませ
んが、編集モードの候補者ファイルでは"要員配置ステーション"を引き続き選択できます。 マイグレーション前の候
補者の提出メディアが"要員配置ステーション"である場合、その候補者にはこの値が保持されます。

• タレント・エクスチェンジ: 「タレント・エクスチェンジ」は存在しなくなったため、候補者の作成プロセスでは選択できませ
んが、編集モードの候補者ファイルでは"タレント・エクスチェンジ"を引き続き選択できます。 マイグレーション前の候
補者の提出メディアが"タレント・エクスチェンジ"である場合、その候補者にはこの値が保持されます。

採用センターのユーザーは、リスト形式を構成して、候補者リストに「最初の提出メディア」と「最終提出メディア」を含め
ることができます。
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候補者のインタビュー

候補者のインタビュー

候補者のインタビューは、候補者の資格や職務経歴を評価する正式な会議です。

採用センターのユーザーは、採用センターで直接インタビューのスケジュール、更新、取消を行うことができます。会議に
招待された参加者は、インタビュー通知のEメールを受け取り、その会議をカレンダに追加します。採用センターでインタ
ビューのスケジュール、更新、取消を行うたびに、選択した参加者にEメール・メッセージが送信されます。

候補者インタビュー・スケジューリング機能の基本的な動作は次のとおりです。

採用担当者が候補者とのジョブ・インタビューを希望します。インタビューを行うには、候補者が適切なインタビュー・ステッ
プ/ステータスになっている必要があります。採用担当者は「候補者」リストまたは求人を特定した候補者リストで候補
者ファイルを選択し、「他のアクション」リストで「インタビューのスケジュール」アクションを選択します。採用担当者は候補
者を招待します。他の参加者をインタビュー会議に招待することもできます。求人の採用マネージャはデフォルトで招待
されます。ただし、会議オーガナイザが採用マネージャの場合は、かわりに採用担当者が招待されます。採用センター以
外のユーザーを、そのユーザーのEメール・アドレスを使用して会議に招待することもできます。

デフォルトのインタビュー招待メッセージが自動的に提示されます。求人の組織-場所-ジョブ・フィールドの構造と応募に
使用する言語に基づいて、最適なメッセージ・テンプレートが事前選択されます。別のメッセージを選択することもできま
す。

採用担当者は、適切な権限があれば、候補者ファイルおよび求人ファイルをスケジュール対象のインタビューや送信する
メッセージに添付できます。

採用担当者は、すべてのインタビュー詳細を入力した後、インタビュー会議の招待を送信します。

候補者、会議オーガナイザ、参加者は、インタビュー会議の招待Eメールを受け取った後、その招待をカレンダに直接追
加できます。候補者のEメール・アドレスがない場合、インタビュー・オーガナイザは招待を印刷してFAXまたは郵便で候
補者に送付できます。

採用担当者は、インタビュー会議をスケジュールした後、候補者リストの「インタビュー」列および候補者ファイルの「履
歴」タブでインタビュー・スケジューリング情報を表示できます。「インタビュー」列がシステム管理者によってアクティブ化さ
れ、候補者リストに追加されている必要があります。

採用担当者は、参加者やスケジュールなどの情報を変更して、インタビュー会議の更新やインタビューの取消を行うこと
もできます。

候補者インタビュー機能ではiCalendarエンティティが生成され、この仕様をサポートするMicrosoft Outlookなどのメー
ル・システムと統合できます。Microsoft Outlookの予定表およびiCalendarシステムはTaleo採用では管理されません。
たとえば、インタビュー会議をOutlookで変更した場合、新しい情報はTaleo採用には表示されません。

Microsoft Outlook 2000以降がサポートされています。他のカレンダ製品も機能する可能性がありますが、正式にはサ
ポートされていません。

候補者ファイルと求人ファイル（または他の候補者添付ファイル）がインタビュー会議への招待に含まれている場合、これ
らはカレンダの会議には反映されません。

候補者は、各応募につき一度に1つのインタビューのみをスケジュールできます。候補者のEメール・アドレスがなくてもイン
タビューをスケジュールできます。その場合は、インタビューの招待を印刷してFAXまたは郵便で候補者に送付する必要
があります。

一次インタビューをスケジュールまたは更新する場合、会議オーガナイザは受け取ったインタビュー会議の招待
に含まれるicsリンクを使用してOutlookの予定表にアポイントを追加することはできません。これはMicrosoft
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OfficeのOutlook 2007およびOutlook 2010（バージョン14）で起こる問題です。この問題は、会議オーガナイザ
の場合にのみ発生します。

インタビューの招待に添付されたファイル

ユーザーは、候補者ファイルおよび求人ファイルをスケジュール対象のインタビューや送信するメッセージに添付できます。

インタビュー会議に添付した候補者ファイルには「規約」ブロックとPassport結果は含まれません。候補者ファイルで使用
できるブロックには機密情報は表示されません。候補者ファイルに添付されたファイル（履歴書など）は、インタビューの招
待には含まれません。

インタビュー会議に添付した求人ファイルには「報酬」ブロックは含まれません。求人ファイルで使用できるブロックには機
密情報は表示されません。

ユーザー・タイプの権限を付与されたユーザーは、候補者ファイルおよび求人ファイルの内容にアクセスできます。インタ
ビューをスケジュールするユーザーに付与されたユーザー・タイプの権限によっては、一部の参加者が通常アクセスできる
情報へのアクセスを制限されることがあります。候補者には候補者ファイルおよび求人ファイルは送られません。

候補者ファイルと求人ファイル（または他の候補者添付ファイル）がインタビュー会議への招待に含まれている場合、これ
らはカレンダの会議には反映されません。

インタビューのスケジューリング

前提条件

候補者がインタビュー・ステップに達している必要があります。

候補者は、各求人につき一度に1つのインタビューのみをスケジュールできます。

「インタビューのスケジュール」ページの言語アイコンは、候補者の提出に使用された言語を示します。インタビュー情
報が候補者の言語になっていることを確認してください。

インタビュー要求を送信する前に、内部参加者のEメール・アドレスを検証してください。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルの「他のアクション」リストで、「インタビューのスケジュール...」を選択します。

2. 画面の指示に従います。

3. 「完了」をクリックします。

4. 候補者のステータスを「スケジュール済」に変更します。

5. コメントを入力します。

6. 「完了」をクリックします。

結果

候補者の資格や職務経歴に関する詳細情報を入手するために、候補者との正式な会議が編成されます。すべて
の参加者にインタビュー詳細を含むEメール・メッセージが送信されます。参加者は、インタビュー会議をカレンダに追
加できます。候補者リストの「インタビュー」列および候補者ファイルの「履歴」タブで、スケジューリング情報を表示でき
ます。

インタビュー参加者の変更

前提条件

一度に1人のユーザーのみがインタビュー情報を変更できます。
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インタビューがスケジュールされている必要があります。

候補者が「スケジュール済」ステータスである必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「他のアクション」リストの「インタビューの更新」を選択します。

2. 参加者を追加または削除します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

既存および新規の参加者にインタビュー詳細を含むEメール・メッセージが送信されます。Eメール・メッセージは元の
メッセージと同じですが、Eメールの件名に「更新済」が表示されます。削除された参加者には取消メッセージが送信
されます。ics添付ファイルの名前は、"Update my calendar.ics"となります。候補者ファイルでは、インタビューが更
新されたことが「トラッキング」タブに表示されます。

インタビュー情報の変更

前提条件

一度に1人のユーザーのみがインタビュー情報を変更できます。

インタビューがスケジュールされている必要があります。

候補者が「スケジュール済」ステータスである必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「他のアクション」リストの「インタビューの更新」を選択します。

2. 画面上の指示に従います。

3. 「完了」をクリックします。

結果

参加者にインタビュー詳細を含むEメール・メッセージが送信されます。Eメール・メッセージは元のメッセージと同じです
が、Eメールの件名に「更新済」が表示されます。ics添付ファイルの名前は、"Update my calendar.ics"となります。
候補者ファイルでは、インタビューが更新されたことが「トラッキング」タブに表示されます。

MS Outlookへのインタビューの追加

前提条件

Microsoft Outlook 2000以降が必要です。

iCalendarプラグインはLotus Notesバージョン5.5以降でテスト済です。

他のカレンダ製品も機能する可能性がありますが、正式にはサポートされていません。

ステップ

1. Microsoft Outlookで、インタビュー・メッセージが含まれているEメールをオープンします。

2. Add to my calendar.ics添付ファイルをダブルクリックします。

3. 「受信」をクリックします。

4. 会議オーガナイザに返信できます。
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結果

候補者インタビューの招待はMicrosoft Outlookの予定表に追加されます。会議の件名、場所、日時が記録されま
す。

インタビューの取消

前提条件

インタビューがスケジュールされている必要があります。

別のユーザーが更新中のインタビューを取り消すことはできません。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルの「他のアクション」リストで、「インタビューの取消...」を選択します。

2. 候補者に取消メッセージを送信するかどうかを選択します。

3. 候補者の新規ステータスを選択します。

4. コメントを入力します。

5. 「完了」をクリックします。

次ステップ

参加者にEメール・メッセージが送信されます。件名に（取消済）と表示される点を除いて、Eメール・メッセージは元の
メッセージと同じです。icsファイルの添付ファイル名は"Remove from my calendar.ics"になります。候補者ファイルの
「トラッキング」タブに、インタビューが取り消されたことが示されます。
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候補者自動プール

自動候補者プーリング

自動候補者プーリング機能では、顧客が自動プール基準を求人または求人テンプレートに追加して、対象ジョブに対し
て勤務可能で適格な候補者をデータベースから検索できます。マネージャは、ワンクリックで自動プール結果にアクセスで
きます。

自動候補者プーリング機能は、一般に、マネージャが採用担当者の手を借りずに自分の目で即座に候補者を見きわ
めることが必要な場合がある量販店や時給制従業員の採用などの分散された採用環境で使用されます。

自動候補者プーリング機能を使用するには、システム管理者がこの機能を使用可能にする必要があります。自動プー
ル基準を作成または定義する場合には必要なユーザー・タイプの権限を付与されている必要がありますが、自動プール
結果にアクセスする場合には権限は不要です。

「自動プール基準」タブで、自動プール基準を求人に追加できます（自動プール基準を求人テンプレートに追加した場
合、その基準が求人で継承されます）。これは、マネージャが対象ジョブに対して勤務可能で適格な候補者を検索する
場合に使用できる保存済検索と同様です。次の自動プール基準には、「拡張検索」からの基準に加えて、追加の基
本基準セットを含めることができます。次に例を示します。

• 選考プロセス段階の候補者を除外

• 候補者の一般プロファイルの言語は求人の言語と一致する必要があります

• 失効済ジョブ応募の除外（デフォルトで選択）

• 不採用となった候補者を除外 - 過去x日以内

• 採用された候補者を除外 - 過去x日以内（デフォルトで選択）

• 候補者の居住地 - 人材募集のプライマリ場所から半径xキロメートル/マイル以内

• 提出は、次の組織-場所-ジョブ・フィールド構造と一致する必要があります。

自動プール基準を定義する場合、推奨される方法は次のとおりです。

• 求人テンプレートに自動プール基準を定義し、求人の作成時に基準が継承されるようにします。

• データベースから適格で勤務可能な候補者セットをなるべく広い範囲で定義します。これにより、不適格または勤務
不可の候補者の審査に無駄な時間を割くことがなくなります。次に例を示します。

• 「組織」、「場所」、「ジョブ」の各フィールドは、スキルに共通性があるか、近くの勤務地に応募した候補者のみが
含まれるように設定します。必要に応じて「組織」や「場所」で絞り込みます（特定の国やディビジョンなど）。

• 最近採用され、応募が失効した候補者が別の求人で検討中の場合は、その候補者を除外します。

• パラメータを使用して、結果を求人のプライマリ場所からXキロメートル/マイル以内に住んでいる候補者のみに制
限します。

自動プール基準の定義が完了し、使用可能になると、基準に一致する候補者のリストが必要に応じて随時自動生成
されます。別の求人に応募した候補者のみが検討対象になります。この候補者リストは、求人を特定した候補者リスト
または求人ファイルの アイコンからアクセスできます。最大300件の候補者を表示できます。ユーザーは次の機能を利

用できます。

• 候補者ファイルの表示。

• 候補者と現在の人材募集との照合（候補者は自動プール結果から求人を特定した候補者リストに移され、他の
候補者と同様にワークフローに従って移動できるようになります）。

• 候補者と現在の人材募集との照合と不採用を1回の操作で実行する（条件に合わない候補者は削除され、対象
求人の候補者プールに表示されなくなります。デフォルトではこのオプションは使用不可になっています）。

• システム管理者が定義したクイック・フィルタを使用した候補者リストの絞り込み。

• 列ヘッダーをクリックして候補者リストをソート。
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候補者ファイルを表示する場合、付与されている権限によっては、候補者が応募した他のジョブ応募を表示できること
があります。

候補者を一般的な求人と照合する権限がない場合でも、自動プール機能を使用して候補者を求人と照合できます。

適切な権限がある場合は、候補者の照合と不採用を1回の操作で実行することもできます。候補者を不採用にする
場合、マネージャはワークフローの要求に従ってクオリファイア（理由）を指定し、コメントを記入する必要があります。

システム管理者が構成する場合、自動候補者プール機能でオプションの再プール・ルールを指定して、非アクティブな日
数がX日を経過した候補者の応募ステータスを自動的に「非アクティブ」に設定することもできます。選考プロセスで候補
者を除外する基準が他のジョブの自動プール基準に含まれている場合、ステータスが自動的に非アクティブに設定され
た候補者は除外対象とはならず、プール結果に含まれます。

自動プール基準の定義

前提条件

自動候補者プーリング機能がアクティブ化されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人または求人テンプレートをクリックします。

2. 「自動プール基準」タブをクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

4. 自動プール基準を選択します。

5. 「カスタマイズ...」ボタンをクリックすると、拡張検索基準を選択できます。

6. 「保存」をクリックします。

次ステップ

自動プール基準のアクティブ化

自動プール基準のアクティブ化

前提条件

自動候補者プーリング機能がアクティブ化されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人または求人テンプレートをクリックします。

2. 「自動プール基準」タブをクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

4. 「使用可能」ステータスを選択します。

5. 「保存」をクリックします。

自動プール基準の表示

前提条件

自動候補者プーリング機能がアクティブ化されている必要があります。
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ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人または求人テンプレートをクリックします。

2. 「自動プール基準」タブをクリックします。

自動的にプールされた候補者のリストの表示

前提条件

自動候補者プーリング機能がアクティブ化されている必要があります。

自動プール基準が定義されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルまたは求人を特定した候補者リストをクリックします。

2. をクリックします。

次ステップ

候補者ファイルの表示

候補者と現在の人材募集との照合

候補者の不採用

自動プールによる候補者と求人の照合

前提条件

自動候補者プーリング機能がアクティブ化されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルまたは求人を特定した候補者リストをクリックします。

2. をクリックします。

3. 候補者ファイルを選択します。

4. をクリックします。

5. 候補者に詳細情報を要求するEメールを送信するかどうかを指定します。

結果

候補者は現在の人材募集と照合されます。候補者は自動プール結果から求人を特定した候補者リストに移され、
他の候補者と同様にワークフローに従って移動できるようになります。

自動プールで選択された候補者の不採用

前提条件

自動候補者プーリング機能がアクティブ化されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。



候補者の管理 · 204

ステップ

1. 求人ファイルまたは求人を特定した候補者リストをクリックします。

2. をクリックします。

3. 候補者ファイルを選択します。

4. をクリックします。

5. 候補者が不採用になった理由を指定します。

6. コメントを入力します。

7. 「完了」をクリックします。

結果

候補者は対象求人の候補者プールから除外されます。
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候補者紹介

候補者の紹介

候補者は複数の紹介者(エージェントまたは従業員)が紹介でき、紹介所有権は候補者プロファイル・レベル、ジョブ応
募レベル、または両方のレベルに設定できます。

これまでのリリースでは、候補者は複数のジョブも単一の紹介者のみによって紹介されていました。紹介所有権は候補
者プロファイル・レベルで維持され、あらゆる人々があらゆる方法で行ったすべてのジョブ応募が含まれていました。バー
ジョン13C以降では、複数の紹介者(エージェントおよび従業員)を候補者に設定でき、候補者情報は複数の紹介者
で共有されます。

エージェントに関する機能 紹介者(通常は従

業員)に関する機能

紹介された候補

者に関する機能

採用担当者に関する機能

エージェントは次のことができま

す。

• すでにデータベースに存在

する候補者の紹介。

• ジョブ応募レベルですでに

紹介されている候補者の

紹介。

• 他の紹介者が入力した候

補者情報の表示。

• 求人当たり最大数のジョブ

応募の紹介。

紹介者は次のことができます。

• 以前に紹介した候補者の

紹介。

• ジョブ応募レベルですでに

紹介されている候補者の

紹介。

• 他の紹介者が入力した候

補者情報の表示。

候補者は次のことができます。

• 複数の紹介者からのEメー

ル受信。

採用担当者は次のことができ

ます。

• 同じ候補者に対する複数

の紹介者の表示。

• 候補者に紹介者が関連

付けられていることを把握

できない場合があります。

候補者プロファイルの「紹

介」タブにエージェントが表

示されない場合、その候

補者を紹介するエージェン

トがいないことを意味する

わけではありません。ジョブ

応募レベルの紹介が存在

する可能性があります。

• 検索リストおよびフォルダ・

リストでの候補者プロファイ

ルの紹介者のみの表示。

すでにデータベースに存在する候補者または候補者の提出をエージェントおよび従業員が紹介できるようにするには、シ
ステム管理者による設定が必要です。

紹介者は、候補者のジョブ応募の所有者がなることも、候補者の一般プロファイルの所有者がなることもできます。この
候補者所有権モードをサポートするには、システム管理者による設定が必要です。3つの所有権モードがあります。

• 候補者の所有権: 紹介者は候補者の所有者です。紹介の発生場所(一般プロファイルまたはジョブ応募)にかかわ
らず、所有者は1人のみです。

• 提出所有権: 紹介者は候補者のジョブ応募の所有者です。紹介所有権は、ジョブ応募が発生した場所に制限さ
れます。紹介がジョブ応募レベルで行われた場合は、紹介者のみがこのジョブ特定提出の所有権を持ちます。候補
者の一般プロファイルの紹介は可能ですが、お薦めしません。

• 提出および候補者の所有: 紹介者は候補者のジョブ応募および候補者の一般プロファイルの所有者です。紹介所
有権は、ジョブ特定提出について設定されますが、候補者がまだ紹介者の所有ではない場合は、候補者について
も設定されます。
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採用センターでは、候補者所有権モードが使用可能になると、候補者の提出の「紹介」タブに候補者の提出の紹介
者が表示されます。提出の紹介者がいない場合は、候補者の紹介者が表示されます。提出に固有の紹介者は、所
有権モードが「提出および候補者の所有」モードまたは「提出所有権」モードに変更され、再び「候補者の所有権」に
戻された場合のみ存在します。

採用センターでは、「提出所有権」モードまたは「提出および候補者の所有」モードが使用可能になると、ローカルの紹
介者のみが候補者の提出に表示されます。候補者の提出に紹介者がいない場合は、候補者がプロファイル・レベルで
紹介された場合でも、候補者の提出の「紹介」タブは空です。 

「キャリア・セクション」の「紹介」タブの表示ルールは、選択されている所有権モードにかかわらず常に同じです。

「キャリア・セクション」では、使用可能な設定または選択されている所有権モードにかかわらず、アクティブなリンクがある
紹介された候補者の提出が常に表示されます。紹介以外の候補者の提出は、候補者が紹介された場合のみ表示さ
れます。「候補者の所有権」モードまたは「提出および候補者の所有」モードが使用可能になると、すべての紹介に対し
て候補者の紹介が作成されます(「提出所有権」モードが有効になった場合は作成されません)。

顧客は、単一のエージェントが特定の求人に提出できる候補者の提出の数を制限できます。この制限をサポートする
には、システム管理者による設定が必要です。設定された制限にエージェントが達すると、"この求人に対する紹介の最
大数に達したため、この候補者は紹介できません。"というメッセージがエージェントに表示されます。

重要な情報

「候補者の所有権」モードが使用可能になり、候補者が求人に一致した場合、ジョブ特定所有権は作成されません。
「提出所有権」モードまたは「提出および候補者の所有」モードが使用可能になると、現在の所有権は引き継がれま
す。

「提出所有権」モードまたは「提出および候補者の所有」モードが使用可能になると、複数の紹介者がいるジョブ特定
提出と紹介者がいないジョブ特定提出が発生します。そのため、紹介者の所有権は適合するコンテキストでのみ表示
可能となり、紹介以外のジョブ応募または紹介以外のプロファイルなど、他のコンテキストでは表示されません。
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LinkedIn

LinkedInプロファイル・プレビュー

この機能は、採用センターとLinkedInのLinkedInプロファイル・プレビュー機能を使用して、LinkedInとTaleoをリンクしま
す。

候補者ファイルと候補者リストのLinkedIn

機能がアクティブになると、システム管理者は採用センターのユーザーに対してLinkedInプロファイル・プレビューを使用可
能にする場所を定義できます。

LinkedInというブロックを、候補者提出および一般プロファイルである任意の候補者ファイルに追加できます。LinkedInブ
ロックには「表示」リンクが含まれます。LinkedInブロックが候補者ファイルに追加されると、LinkedInの「表示」オプションが
候補者比較機能でも使用可能になります。アクセスは、フィールド・コンテキスト依存、セキュリティ・レベルおよびファイル
設定で制御されます。

システム管理者は、「LinkedIn」という列を（「クイック検索の結果」リストを含む）任意の候補者リストに追加できます。こ
の列が追加されると、「表示」リンクも使用可能になります。

LinkedInの「表示」リンク

候補者ファイルまたは候補者リストで「表示」リンクをクリックした場合:

• 候補者のLinkedInプロファイルは、候補者のLinkedIn IDが存在する場合に表示されます。
• 候補者のLinkedInプロファイルは、候補者のEメールとの完全一致がLinkedInプロファイルに存在する場合に表示さ

れます。
• LinkedIn検索機能は、候補者にLinkedIn IDがなく、候補者のEメールとの完全一致が見つからない場合に表示さ

れます。 そこから、ユーザーは表示する適切な候補者のプロファイルを表示し、選択できます。

「表示」リンクをクリックすると、候補者のLinkedInプロファイルを表示するために次のデータがLinkedInに送信されます。

• 候補者ファイルに格納されているLinkedIn一意ID（使用可能な場合）。
• 候補者のEメール・アドレス。
• 候補者の姓名。
• 候補者の現在の雇用主名。
• 候補者の現在のジョブ・タイトル。
• 候補者の国および郵便番号。

「表示」リンクをクリックし、LinkedIn検索機能が表示されている場合:

• 検索結果は、候補者の名、姓、現在のジョブ・タイトルおよび現在の雇用主の名前に基づくLinkedInデータベースの
検索に基づきます。

• LinkedIn検索の動作は、すべての要件を満たす候補者のみを表示することです。 その結果、ユーザーはジョブ・タイ
トルを削除または変更でき、雇用主は検索結果を展開または変更できます。

• 適切な候補者のプロファイルが見つかった後は、ユーザーがプロファイルの表示を選択できます。これにより、候補者
のLinkedIn IDが候補者ファイルに保存され、後でプレビューできるようになります。 顧客にLinkedIn企業アカウントが
ある場合は、このアクションによりLinkedInにTaleo候補者IDも送信され、LinkedIn内からこのレコードへのディープリン
クが可能になります(ユーザーがTaleo採用センターにアクセスできる場合)。

• 採用担当者は、LinkedIn IDが不適切な候補者のLinkedInプロファイルである場合に、そのLinkedIn IDのリンクを
解除することを選択できます。このアクションにより、LinkedIn IDがTaleoの候補者ファイルから削除されます。 顧客
にLinkedIn企業アカウントがある場合、リンク解除のアクションによって、Taleo候補者IDがLinkedInレコードからも削
除されます。

• LinkedInの「プレビュー」ウィンドウに表示される情報は、完全にLinkedInによって所有および定義されます。表示され
るコンテンツは、LinkedInでのユーザーのアカウント・レベルによって異なります。 LinkedInの「プレビュー」ウィンドウが機
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能するために企業ライセンスは不要ですが、コンテンツを表示するにはLinkedInにユーザーとしてログインする必要が
あります。

• 顧客にLinkedIn企業アカウントがあるか、ユーザーが特定の採用担当者ユーザー・アカウントを持つ場合は、詳細
情報がLinkedInの「プレビュー」ウィンドウに表示されます。

実際のLinkedIn IDはユーザーに表示されません。ユーザーがTaleoのフィールドを表示できる場合、他のフィールド・コン
テキスト依存とセキュリティ動作に従って「表示」リンクのみが表示されます。

ユーザーがLinkedInの「プレビュー」ウィンドウを表示するには、LinkedInアカウントが必要です。アカウントは、ほとんどの人
が持っている基本的なアカウントでも、より高いレベルのアカウントでもかまいません。ユーザーは、www.LinkedIn.comに
移動するのみで無料のLinkedInアカウントにサインアップできます。

LinkedInは次を対象とします。

• LinkedInの「プレビュー」ウィンドウのコンテンツ。

• LinkedInの「検索」ウィンドウ、結果およびコンテンツ。

• LinkedInへのTaleo候補者IDの格納。

• 候補者がLinkedInからTaleoにすでに入っているかどうかを確認する画面。

推奨される方法

この機能は、候補者の個人データのLinkedInへの送信について考慮事項がない場合にのみアクティブにします。クライア
ントは、機能をアクティブにするときにこれを確認する必要があります。

LinkedInの「プレビュー」ウィンドウが表示される言語は、ユーザーのLinkedInアカウントで選択した表示言
語によって決まります。ユーザーがTaleoにログインした言語には基づきません。例: 採用担当者は、自分
のLinkedInプロファイルで表示言語をフランス語に設定しました。採用担当者がTaleoに英語でログインした場
合、LinkedInの「プレビュー」ウィンドウはフランス語で表示されます。

LinkedInの「プレビュー」ウィンドウの候補者のプロファイル・コンテンツの言語は、候補者のLinkedInプロファイル
で選択したベース言語によって決まります。例: 候補者は、自分のLinkedInプロファイルでベース言語をフランス
語に設定しました。採用担当者がTaleoに英語でログインし、LinkedInの「プレビュー」ウィンドウでLinkedInプロ
ファイルを表示した場合、コンテンツはフランス語で表示されます。

この機能は、Remote Manager Experienceではサポートされません。

LinkedInフィールドは、印刷、共有、連絡事項、フォーム、ACEアラート、または承認またはインタビュー要求に
対して生成されるPDFフォームには表示されません。

LinkedIn IDフィールドは、統合またはレポートには使用できません。

クライアントは、LinkedInの「プロファイル」ウィンドウにより高度な機能を表示するために、LinkedIn企業アカウン
トまたはLinkedIn採用担当者ライセンス、あるいはその両方を購入できます。

候補者のLinkedInプロファイルの表示

前提条件

LinkedInのプレビュー機能が動作するためには、「保護モードを有効にする（Internet Explorerの再起動が必要）」と
いうInternet Explorerオプションを有効にする必要があります（Internet Explorer > 「インターネット オプション」 > 「セ
キュリティ」タブ > 「信頼済みサイト」）。有効にすると、画面の下部に「信頼済みサイト - 保護モード: 有効」と表示さ
れます。

システム管理者によってLinkedInブロックが候補者ファイルに追加されている必要があります。

システム管理者によってLinkedIn列が有効にされている場合は、候補者のLinkedInプロファイルは、候補者リストを
介してアクセスすることもできます。
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ステップ

1. 候補者ファイルをオープンします。

2. LinkedInブロックにある「表示」リンクをクリックします。

結果

候補者のLinkedInプロファイルは、候補者のLinkedIn IDが存在し、候補者のEメールとの完全一致がLinkedInプロ
ファイルに存在する場合に表示されます。候補者にLinkedIn IDがなく、候補者のEメールとの完全一致が見つからな
い場合は、LinkedIn検索機能が表示されます。そこから、表示する適切な候補者のプロファイルを表示し、選択でき
ます。
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フォームのマージ/フォームの記入

マージ・フォーム

マージ・フォームは、候補者選択のワークフロー、ステップおよびステータスに結び付けることができるPDFドキュメントであ
り、ユーザーが必要に応じて随時生成/入力できます。

マージ・フォームは採用プロセスで使用されます。たとえば、候補者とのインタビュー中に、採用担当者はPDFフォームをテ
ンプレートとして使用し、候補者の"公開不可"情報を入力できます。PDFフォームの最も一般的な用途として、様々な
新規採用の書類作成や、特定のカスタマイズされた形式での候補者の提出の印刷があります。

マージ・フォームは、最初はAdobe Acrobatで作成されます。次に、システム管理者が採用管理に追加します。希望
する場合は、候補者選択のワークフロー、ステップおよびステータスにマージ・フォームを結び付け、そのマージ・フォームを
ユーザーが使用できるようにすることもできます。マージ・フォームは、ユーザーが印刷し、必要に応じてさらに情報を入力
した後、候補者が署名できます（このいずれもシステムでは追跡されません）。

フォーム内のフィールドがユーザーに対して機密のフィールドである場合は、警告メッセージが表示され、そのフィールドは
空白のままになります。

システムのメッセージ・テンプレート機能で保持されている変数をマージ・フォームに自動入力できます。変数はAdobe
Acrobat Professionalのフォーム機能を使用して追加できます。たとえば、マージ・フォーム（I-9フォームなど）にTaleoの
変数を挿入し、候補者ファイルから自動的に情報を取得できます。候補者の名前を入力するのではなく、フォームに名
前が自動的に表示されます。

デフォルトでは、マージ・フォームの最大ファイル・サイズは2 MBです。

マージ・フォームはどの言語でも利用可能です。マージされたデータは英語のみで使用できます。ほとんどのアジア言語は
サポートされていません（トークンでPDF変換の問題があるため）。マージされたデータは候補者ファイル内の情報を取得
するため、英語でない場合があります。

「フォームの記入」の使用

前提条件

フォームの記入アクションは、候補者リスト、ジョブを特定した候補者リスト、候補者ファイルの提出、および候補者一
般プロファイルで使用できます。

ステップ

1. 候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで、「フォームの記入」を選択します。

3. 「フォームの記入」リストで、フォームをクリックします。Acrobat® Readerがオープンし、フォームが表示されます。候

補者ファイルまたは求人の対応するフィールドを使用して、フォームに自動的に情報が入力されます。

4. 情報を検証します。

5. 「印刷」をクリックします。

結果

システムで自動的に生成された情報を含むPDFフォームが作成されます。
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タレント・プール

タレント・プール

Taleoパフォーマンスで作成したタレント・プールを採用センターで使用できます。

タレント・プールはプール協力者が推薦した人材のリストです。Taleoパフォーマンスでは、タレント・プールをあらゆる目的
でいつでも作成できます。この機能は、ポテンシャルの高い従業員、将来のリーダー、後任者といった無制限の従業員
グループを追跡する柔軟性を備えています。

採用センターでは、許可されたユーザーはタレント・プールを表示し、従業員および候補者を求人と照合し、フォルダに
保管して追加プール機能に利用し、直接連絡を取ることができます。

「タレント・プール」タブは「候補者」リストの左パネルにあります。

 

 

「タレント・プール」タブで、タレント・プールを選択してプールに含まれている候補者および従業員を表示できます。クイッ
ク・フィルタ（内部、紹介済、選考プロセス段階、雇用主、プログラム）や拡張フィルタを使用して、関連する情報にリスト
を絞り込むこともできます。目的の拡張フィルタは、候補者および従業員のポテンシャルを低、中、高のいずれかで表示
できる「従業員ポテンシャル」です。

その他のリストに関しては、メニュー・バー、「他のアクション」リスト、コンテキスト依存アクション・メニューのアクションを使用
して、タレント・プールに含まれている従業員や候補者に対するアクションを実行できます。別のリスト形式を選択したり、
パーソナライズされたリスト形式を作成することもできます。



候補者の管理 · 212

従業員メトリック

従業員メトリック

採用センターのユーザーは、候補者リストおよび候補者ファイルで従業員メトリックを直接表示し、従業員メトリック・
フィールドを拡張フィルタとして使用することや、従業員メトリックを検索することができます。

候補者リストおよび候補者ファイルでは、次の主要な従業員メトリックを使用できます。各フィールドを使用できるように
するには、候補者ファイルのユーザー定義フォームおよび候補者リスト形式に構成および追加する必要があります。追加
されたフィールドは、フィールド・レベルの機密定義に基づいて任意のユーザーが使用できます。採用センターでは、リスト
形式のコンテキストに「拡張フィルタの表示」オプションが選択されている場合、従業員メトリックを拡張フィルタとして使用
できます。  

候補者リストおよび候補者ファイルの従業員メトリック

コンピテンシ・レーティング

従業員ポテンシャル

従業員の離職リスク

目標レーティング

前回のレビュー・レーティング

昇進への準備状況

再割当候補者

「候補者の拡張検索」ページでは、次の主要な従業員メトリックを使用できます。 「候補者の拡張検索」ページで各
フィールドを使用できるようにするには、対象フィールドをシステム管理者が構成および追加する必要があります。 フィー
ルドが追加されると、社内候補者の検索を許可されたユーザーはこれらのフィールドを使用できます。  

「候補者の拡張検索」の従業員メトリック 使用可能な値

前回のレビュー・レーティング 0～100%。

ポテンシャル 「低」、「中」、「高」、「指定なし」、「指定なし」。

再割当候補者 はい、いいえ、指定なし、指定なし

昇進に対する準備状況 準備完了、6か月以内に準備完了、5年以内に準備完了、指

定なし、指定なし

離職リスク 「低」、「中」、「高」、「指定なし」、「指定なし」。

「前回のレビュー・レーティング」は、採用センターでは%で表しますが、Taleoパフォーマンスでは異なる表記を使用しま
す。この基準はカスタマイズ可能です。
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候補者選考ワークフロー

候補者選考ワークフロー（CSW）は、候補者を評価してジョブに最も適した候補者を発見するために、採用プロセスの
中で候補者を移動させるためのフレームワークを提供します。

CSWには、採用担当者が候補者を採用する前に通過する必要があるステップ、ステータスおよびアクションがあります。
候補者選考ワークフローは、たとえて言えば、積み重ねた候補者の履歴書を選考が進むに従って別の山に移動し、
取っておく履歴書を減らすようなものです。たとえば、候補者の提出を分析し、候補者に連絡を取り、インタビューを実
施した後、選考します。

CSWはシステム管理者によって作成され、その後求人を作成するときに採用センターのユーザーによって選択されます。
候補者が求人に応募すると、選択されたCSWが使用され、システムにとって新規の段階から採用に至るまでの候補者
の推移が追跡され管理されます。CSWの各ステップにいる候補者ファイルにはステータスを設定できます。これらの候補
者ファイルには、ステップとステータスに応じて固有のアクションを実行できます。ユーザー・タイプの権限セットによって、候
補者選考ワークフローで実行できるアクションに対するアクセス権がユーザーに付与されます。

CSWは、優先度ベースでユーザーに表示されます。システムは、適合性レベルに従ってワークフローをソートし、ユーザー
が求人を作成するときに最適なワークフローが表示されるようにします。
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候補者選考ワークフローの例

この例は、6つのステップと、各ステップに複数のステータスがある候補者選考ワークフローを示しています。

* = 完了ステータス。

 = 完了ステータスに変更するショートカット・ボタン。

 = 否認済ステータスに変更するショートカット・ボタン。

新規ステップ 採用部門長によ

るレビュー・ステップ

インタビュー/アセ

スメント・ステップ

オファー・ステップ 経歴チェッ

ク・ステップ

採用ステップ

新規応募者 採用部門長による

レビュー待ち

インタビュー待ち 作成予定のオファー 経歴スクリーニング

開始

採用に進む

検討中 採用部門長による

レビュー後の否認待

ち

スケジューリング・セ

ンターへの招待

ドラフト 経歴フォローアップ

進行中

候補者来社せず

（オファーの破棄また

は受理撤回）

推薦* 採用部門長承認

済*

電話によるスクリー

ニング

承認処理中 経歴スクリーニング

完了* 

採用済* 

不採用済 不採用済 一次インタビュー 承認済 不採用済 不採用済 

辞退した 辞退した 二次インタビュー 提示済 辞退した 辞退した

三次インタビュー 採用決定撤回

インタビュー完

了*

交渉中

不採用済 不受理

辞退した 受理*

受理撤回

不採用済 

辞退した
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デフォルトの候補者選考ワークフロー

デフォルトの候補者選考ワークフロー(CSW)がシステムに用意されています。これらをテンプレートとして使用して、カスタマ
イズされたワークフローを作成できます。

デフォルトの候補者選考ワークフロー

複合CSW

詳細CSW

パイプライン

参照ワークフロー

簡易CSW
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ステップ

候補者選考ワークフローは、採用プロセス中に候補者が達するレベルを表す複数のステップで構成されます。 ステップ
は、候補者選考ワークフローの主要な段階またはイベントを表します。

候補者選考ワークフローのステップは、必須にすることもオプションにすることもできます。

• ステップが必須の場合、候補者を後続のステップに移動する前にそのステップを通過させる必要があります。そのス
テップを完了するまでは後続のステップのリストにアクセスできません。

• ステップがオプションの場合は、そのステップ全体をスキップして候補者を次のステップに移動できます。または、次のス
テップに移動させるためにステップの完了なしで候補者を条件付きで移動させ、後で条件付きの完了ステップに戻っ
て完了できます。

ほとんどのステップは必須であり連続性があります。これは、所定の順序で完了する必要があることを意味します。一部
のシナリオでは、現在のステップを完了せずに候補者を移動することが可能ですが、採用を完了するにはすべての必須
ステップを完了する必要があります。

採用プロセスで候補者を別のステップに移動するには、その前に各ステップが完了ステータスで終了する必要があります
（完了ステータスはアスタリスク（*）で示されます）。ステータスは完了ステータスによって完了します。

ステップには限定的な機密性レベルを設定できます。多数の組織では、採用マネージャは候補者選考プロセスの前半
のステップには関与しません。新規応募者を評価するのは採用担当者の責任であり、適格な候補者のみを採用マネー
ジャに提出します。ステップは、採用マネージャが採用センターの候補者リスト内の特定の選考ステップ（「新規」など）を
表示できないように構成できます。

ステップに通知を追加できます。これにより、ユーザーにメッセージを送信して、いつ候補者がステップに達したかを知らせ
ることができます。

CSWで使用できるステップの数には制限はありません。ただし、推奨される方法は、必要なステップのみを追
加することです。
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ステータス

ステータスは、候補者のステップ内の詳細または状態を示します。

候補者のステータスはステップにいる間に変更できますが、ステップごとに1つのステータスのみ設定できます。ステータスは
ステップよりも柔軟性があり、ほとんどはオプションであり、特定の順序に従う必要はありません。ステータスは一時的であ
るため、ユーザーによる追加アクションが必要です。または候補者を次のステップに移動するか候補者選考プロセスを終
了することによってステップを完了できます（*によって示されます）。

ステータスには複数の進捗レベルを設定できます。

進捗レベル 説明

未開始 ステップはまだ開始されていないことを示します。例: 一次インタビュー・ステップの場合、

「スケジュール待ち」は、インタビューが予定されておらず、ステップが正式に開始されて

いないため、ステータスは「未開始」になります。

進行中 候補者を次のステップに移動する前に、他のステータスに移動する必要があることを示

します。この時点では、ユーザーは「移動」オプションを使用できません。例: 一次インタ

ビューの場合、「スケジュール済」は「進行中」ステータスになります。

完了済 候補者を次のステップに移動できることを示します。この時点で、ユーザーは「移動」オ

プションを使用できます。

「完了済」レベルを選択すると、「アクティビティ待ちがあっても完了可能」オプションが使

用可能になります。このオプションを使用すると、前のステップでペンディング中のアクティ

ビティがある場合でも次のステップに移動できます。

採用担当者は、ステータス変更ボタン（またはショートカット・ボタン）を使用して、「アクション」ウィンドウをオープンせずに
候補者のステータスを変更できます。ステータスは、次のボタンのいずれかとリンクできます。現在のステップ内の特定のボ
タンに1つのステータスのみを割り当てることができます。

ボタン 候補者ファイルでの動作 候補者リストでの動作

候補者のステータスを完了ステータスに変更しま

す。

選択したすべての候補者のステータスを完了ステー

タスに変更します。

候補者のステータスを「不採用済」に変更します。 選択したすべての候補者のステータスを「不採用

済」に変更します。

候補者のステータスを「検討中」に変更します。 選択したすべての候補者のステータスを「検討中」

に変更します。
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アクション

アクションは、採用プロセス中に候補者ファイルに対して実行されるイベントです。

候補者選考ワークフロー・アクションは、システム管理者によって候補者選考ワークフローの特定のステップにリンクされ、
候補者がワークフローのそのステップに達したときに採用担当者によって実行されます。たとえば、「レガシー・オンボーディ
ング・プロセスの開始」アクションがステップに追加された場合、採用担当者は候補者がそのステップに達したときにオン
ボーディング・プロセスを開始できます。

候補者選考ワークフロー・アクションはシステムによって提供されます。作成することはできません。候補者選考で使用可
能なアクションを次に示します。

アクション 説明

コメントの追加 コメントを候補者ファイルに追加します。

バイパス 候補者選考ワークフローのステップを制限なしでバイパスします。

ステータスの変更 候補者選考ワークフローのステップのステータスを変更します。

等級の入力 候補者ファイルに等級を入力するか、ファイルから等級を削除します。

移動 候補者をあるステップから別のステップに移動します。

選考プロセスのリセット
「選考プロセスのリセット」アクション用のルールは実装が不十分です。当面

はこのアクションを実装しないことをお薦めします。この手動候補者機能は、

「既存の提出の選考プロセスをリセット」権限によってアクティブ化されます。

元に戻す ステップで実行された最後のアクションを元に戻します。

自己割当タスク 「自己割当タスク」アクションが追加されたステップに候補者が達すると、採用センター

のユーザーは、「ステップとステータスの変更」ウィンドウまたは「バイパス」ウィンドウの「自

己割当タスクの作成」オプションを選択できるようになります。このオプションを選択した

場合、ユーザーは、自己割当タスクの名前、期日、説明、コメントを入力する必要が

あります。入力後、タスクは「タスク」タブで使用可能になります。

連絡事項の送信 候補者に連絡事項を送信します。

CSWアシスタントでの候補者の共有 選考ワークフロー内で移動中の候補者を共有します。

新規採用プロセスの開始 新規採用プロセスを開始します。

レガシー・オンボーディング・プロセスの開始 オンボーディング・プロセスを開始します。

事前採用検証プロセスの開始 事前採用プロセスを開始します。

復元 候補者ファイルを復元します。

開始日の更新 候補者の開始日を更新します。
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異なる求人への提出のステップとステータスの更新

採用センターのユーザーは、異なる求人に対する複数の提出を選択し、対応するステップまたはステータスを更新できま
す。

採用センターのユーザーは、異なる求人に対して提出された複数の候補者の提出を選択して、次のステップへの移動、
現在のステップのバイパス、またはステップのステータスの変更（すべての提出が同じステップにあり、すべての求人で同じ
候補者選考ワークフロー（CSW）を使用している場合）を実行できます。

複数の提出に対してどのアクション（候補者の提出の次のステップへの移動、ステップのステータスの変更または現在のス
テップのバイパス）を実行する場合でも、ユーザーには対応するユーザー・タイプの権限が必要です。特定の権限がない
場合、該当するアクションを選択に対して使用することはできません。

選択した複数の提出の一部が、実行するアクションを管理するユーザー・タイプの権限に該当しない場合、更新プロセ
スの最後のメッセージで、どの提出が更新されなかったかが示されます。ユーザー・タイプに「ステップをバイパス: このユー
ザーが求人の所有者である場合のみ」権限があるユーザーの例を考えます。ユーザーが異なる求人に対する候補者の
提出を選択し、すべての提出が一次インタビュー・ステップにあるとします。次に、ユーザーは、バイパス・アクションを実行
して、複数の提出を三次インタビュー・ステップに直接進めたとします。選択した候補者からの提出の中に、ユーザーが
所有者ではなく協力者であった提出が含まれていた場合は、更新されなかった提出を示すメッセージが生成されます。
ユーザーが所有していた候補者の提出は三次インタビュー・ステップに更新されます。

複数の提出の現在のステップを「採用」に変更し、それによっていくつかの求人が確定された場合、確定された各求人に
対してメッセージが表示されます。

• 確定された求人にアクティブなオファーが関連付けられている場合は、次のメッセージが表示されます。「この操作が
完了すると、求人{求人ID}に有効なすべての募集が確定します。その後、システムによってこの求人の掲載が解除さ
れます。ただし、求人をクローズさせるには、その他の提示されたオファーをすべて破棄する必要があります。」

• 確定された求人に関連付けられたアクティブなオファーがない場合は、次のメッセージが表示されます。「この操作が
完了すると、求人{求人ID}に有効なすべての募集が確定します。システムが求人の掲載を解除してステータスを「確
定」に変更できない場合は、求人を手動で確定する必要があり、{0}にタスクが割り当てられます。選択した候補者
を採用しますか?」ユーザーが「いいえ」と答えると、アクションは取り消され、最初に選択された提出は、いずれも採用
ステップに更新されません。

ユーザーが異なる求人に対する提出を選択し、それらのステップまたはステータスの更新中に、「連絡事項の送信(ワー
クフロー内の候補者のステータスの変更中) - 制限なし」という権限と値を持っているユーザー・タイプの場合は、「連絡
事項の送信」チェック・ボックスを選択できます。値が「このユーザーが求人の所有者または協力者である場合のみ」の場
合、このチェック・ボックスは、ユーザーが選択したすべての提出の所有者または協力者の場合のみ表示されます。

ユーザーが異なる求人に対する提出を選択し、それらのステップまたはステータスの更新中に、選択したすべての提出
が、ユーザーに割り当てられたユーザー・タイプで「候補者選考ワークフロー・イベント日を設定」権限を満たしている場合
は、選択に対してワークフロー・イベント日カレンダを使用できます。たとえば、設定値が「このユーザーが求人の所有者ま
たは協力者である場合のみ」の場合、ユーザーはすべての提出の所有者または協力者である必要があります。そうでな
い場合、イベント日カレンダは表示されません。
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採用ステップ/ステータスへの一括移動

採用センターのユーザーは、1回のトランザクションで複数の候補者を採用ステップ/ステータスに移動できます。

この機能がアクティブ化された場合、ユーザーは複数の候補者を選択して採用ステップ/ステータスに移動できます。シス
テムによって検証が実行され、選択した候補者の数がまだオープンなポジションの数以下であることが確認されます。採
用処理中に追加情報（開始日など）が必要な場合は、入力された情報のすべてがその処理で採用されるすべての候
補者に適用されます。

この機能は、RSOfferステップの有無に関係なく候補者選考ワークフローをサポートします。
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候補者選考ワークフローで移動中の候補者の共有

「他のアクション」メニューの「ステップ/ステータスの変更」アクションまたは「バイパス」アクションを選択すると、「候補者選
考ワークフロー」アシスタント・ウィンドウで「候補者を共有」オプションが使用可能になり、選考ワークフローで処理が進ん
でいる候補者を共有できるようになります。

採用担当者は、ワークフローの特定のポイントに達した候補者を採用マネージャと共有できます。たとえば、採用マネー
ジャはTaleo製品へのアクセス権を持っていないことがあります。採用担当者は、採用マネージャが候補者の短いリストを
レビューできるように、上位の候補者を採用マネージャと共有できます。 

選考ワークフローの候補者の共有

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルを選択します。

2. 「他のアクション」メニューで、「ステップ/ステータスの変更」を選択します。

3. 「ステップとステータスの変更」ウィンドウで、「候補者を共有」を選択します。

4. 「保存して続行」をクリックします。

5. 1つまたは複数の受信者を選択します。

6. 「次」をクリックします。

7. 共有するコンテンツを選択します。

8. 「共有してクローズ」をクリックします。

結果

候補者ファイルの選択した内容の全部または一部を含むEメールが受信者に送信されます。
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候補者の進捗ステータス

候補者の進捗ステータスは、候補者の採用が検討されているすべてのポジションの他の求人に対する候補者の最新の
進捗ステータスを示します。

候補者の進捗ステータスを表示するには、「進捗ステータス」列（このアイコン で表現されます）を候補者リストの形

式に追加する必要があります。追加されたアイコンを使用して、候補者が検討されているすべてのポジションの最も進ん
でいるアクティブな進捗ステータスが示されます。進捗ステータス・アイコンをクリックすると、ツールチップにアクティブ・ステー
タスと日付が示されます。例: 「最新の進捗ステータス: 新規（2011年10月17日付）」

進捗ステータス・アイコン 説明

新規

レビュー済

 一次インタビュー、二次インタビューおよび三次インタビュー

テスト

オファー

採用済

パイプライン

連絡先

次のシナリオでは、候補者には4種類のジョブが割り当てられています。

ジョブ ジョブのステータス 候補者のステータス

1 ソーシングに対してアクティブ 「新規」 > 「レビュー待ち」

2 クローズ済 「インタビュー2」 > 「スケジュール待ち」

3 ソーシングに対してアクティブ 「オファー」 > 「不採用済」

4 ソーシングに対してアクティブ 「インタビュー1」 > 「スケジュール待ち」

すべてのコンテキストでこの候補者に対して表示されるアイコンはインタビュー1 になります。理由は、それがアクティブ

なジョブの最も進んだアクティブな進捗ステータスであるからです。最も進んだアクティブな進捗ステータスを考慮するに
は、求人ステータスと候補者ステータスの両方がアクティブである必要があります。

候補者リストでは、階段アイコン を依然として使用でき、候補者の平行するジョブ応募を示します。ジョブを特定し

た候補者リストでは、ジョブ応募が1件のみの場合は進捗ステータス・アイコンが表示され、階段アイコンは表示されな
いことがあります。検索結果リストでは、階段アイコンが表示される場合は進捗ステータス・アイコンも同時に表示されま
す。階段アイコンが表示されない場合、進捗ステータス列は空になります。
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候補者が応募している求人でユーザーがアクセス権を持っている求人の内容をユーザーが表示できるようにする場合
は、一般的なリスト（検索結果リストやフォルダ・リストなど）の追跡ソリューション（階段アイコン）を削除し、進捗ステータ
ス機能に置き換えることをお薦めします。ジョブを特定した候補者リストでは、階段アイコンは、同時にアクティブなジョブ
応募が少なくとも1件ある場合のみ表示され、進捗ステータス・アイコンは1件のアクティブなジョブ応募があれば表示され
ます。
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ワンクリックでのステップ/ステータスの変更

採用センターのユーザーは、「他のアクション」リストでアクションを選択せずに、候補者リストのステップとステータスに直接
アクセスできます。

この機能を有効にするには、「次のアクション」列を候補者リストの形式に追加する必要があります。

 

 

「次のアクション」列には、候補者に関連する次のステータスまたはステップにアクセスできるアクションが含まれます。この
新しい列のアクションを使用して、ユーザーは次の操作を実行できます。

• 候補者のステータスを次の完了ステータスに変更する（ステップがすでに完了していない場合）。

• 現在のステップが完了している場合は、候補者を次のステップの初期ステータスに移動する。

「次のアクション」列で使用できるアクションは、候補者選考ワークフロー（CSW）内での移動のみであり、次のいずれかに
なります。

• CSWの次のステップに移動する。

• 現在のステップの中で完了ステータスに変更する。

現在のステータスが完了ステータスでない場合、表示されるアクションは、現在のステップの最初の完了ステータスへの移
動（ステータスの変更）になります。現在のステータスが完了ステータスの場合、アクションは次のステップの初期ステータス
への移動になります。ワンステップCSW（参照ワークフロー）では、「完了ステータス」として構成されたステータスのみが次
のステップとして表示されます。
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求人の候補者選考ワークフローの選択

前提条件

求人ステータスが「下書き」または「オープン」である必要があります。

求人が掲載されると、候補者選考ワークフローは編集できません。変更できるようにするには、求人を取り消して複
製する必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルをオープンします。

2. 「求人」タブで、「編集」をクリックします。

3. 「候補者選考ワークフロー」セクションで、「編集」をクリックします。

求人のステータスと付与されているユーザー・タイプの権限に応じて、使用可能な編集機能は異なります。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。
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求人の確定時および取消時における候補者の提出の自動否認

求人が取り消されたり、確定した場合に、候補者の提出を自動的に否認するように設定できます。

システム管理者は、候補者の提出を自動的に否認するケースを指定します。

• 求人が確定した場合

• 求人が取り消された場合

• 求人が確定した場合または取り消された場合

• その他の場合

採用担当者は、システム管理者によって設定された自動否認動作を上書きすることを選択できます。採用担当者は、
求人ファイルの「候補者選考ワークフロー」セクションで、求人の確定時や取消時、その他の場合にすべての候補者の
提出を自動的に否認するように指定できます。

 

 

候補者の提出の「履歴」タブを表示すると、採用担当者は自動的に否認された理由を判断できます。どちらのタイプの
否認でも"ステータスが否認済"イベントが表示されますが、この否認が求人の取消によるものか確定によるものかが詳
細に示されます。
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採用センターのオンボーディング(トランジション)プロセス

"新世代"オンボーディング製品であるTaleoオンボーディング(トランジション)は、候補者と従業員のトランジションのため
の統一および自動化されたカスタマイズ可能なシステムを提供します。オンボーディング(トランジション)プロセスは、採用
センターで開始でき、オンボーディング(トランジション)と統合するために複数のエレメントとアクションが採用センターに追
加されています。

プロセスは、オンボーディング(トランジション)で作成されます。プロセスは、通常は複数の関係者によって実行される一連
のステップです。すべての必要なステップは、プロセスが「完了」ステータスになる前に完了する必要があります。プロセスの
タイプに応じて、プロセスは採用センターから、またはTaleo接続またはWebサービスを使用して開始できます。

オンボーディング(トランジション)プロセスには4つのタイプがあります。最初の3つのタイプは採用センターで開始できます。

• 事前採用

• 新規採用

• Eオファー

• オフボーディング

チャネル経由でのオンボーディング(トランジション)プロセスの表示

採用センターのセンター・ステージは、オンボーディング(トランジション)プロセスを表示するための2つのチャネルを提供しま
す。

• 事前採用チャネル

• 新規採用チャネル

オンボーディング(トランジション)という別のチャネルは、オンボーディング(トランジション)センターのプロセスにアクセスするた
めのリンクを提供します。

タスク・チャネルには、本日期日、期限超過またはステータスが「進行中」のユーザーのオンボーディング(トランジション)タ
スクへのリンクが含まれます。

オンボーディング(トランジション)プロセスに影響する採用センターのアクション

採用センターのユーザーが実行するこれらのアクションは、オンボーディング(トランジション)の実行に影響します。

• オファーの破棄: オンボーディング(トランジション) Eオファー・プロセスが現在実行中で、オファーが提示され、ユーザー
が「オファーの破棄」アクションを選択した場合は、このEオファー・プロセスが取り消され、オファー・ステータスが「採用
決定撤回済」になります。現在実行中の他のタイプのオンボーディング(トランジション)プロセスに対しては、影響はな
く、プロセスは続行されます。

• 応答の登録: ユーザーが提示されたオファーを受け入れるか拒否した場合、オンボーディング(トランジション) Eオ
ファー・プロセスの実行には影響しません。プロセスは続行されます。現在実行中の他のタイプのオンボーディング(トラ
ンジション)プロセスに対しては、影響はなく、プロセスは続行されます。

• 候補者の否認: ユーザーが候補者を不採用にした場合、オンボーディング(トランジション) Eオファー・プロセスの実行
には影響しません。プロセスは続行されます。現在実行中の他のタイプのオンボーディング(トランジション)プロセスに
対しては、影響はなく、プロセスは続行されます。

• 元に戻す、バイパス、ステップ/ステータスの変更: 候補者にステータスが「提示済」のオファーがある場合、「元に戻
す」、「バイパス」、「ステップ/ステータスの変更」アクションはサポートされません。Eオファー・プロセスなどの他のタイプの
オンボーディング(トランジション)プロセスが現在実行されている場合、影響はありません。プロセスは続行されます。
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事前採用および新規採用プロセス

候補者選考ワークフローは、必要な権限を持つユーザーが採用センターから求人の候補者のオンボーディング(トランジ
ション)事前採用および新規採用プロセスを開始または取消できるように構成できます。

候補者が(候補者選考ワークフローで)オンボーディング(トランジション)プロセスに対して構成されているステップおよびス
テータスに達すると、次のアクションを「他のアクション」リストで選択できるようになります。

• オンボーディング(トランジション)事前採用プロセスの開始

• オンボーディング(トランジション)事前採用プロセスの取消

• オンボーディング(トランジション)新規採用プロセスの開始

• オンボーディング(トランジション)新規採用プロセスの取消

これらのタイプのオンボーディング(トランジション)プロセスは、これらのアクションに対してステップが構成され、採用センター
のユーザーが必要なユーザー・タイプ権限を持っている場合は、候補者選考ワークフローの任意のステップから起動でき
ます。

オンボーディング(トランジション)プロセスが開始すると、イベントが候補者ファイルの「履歴」タブに記録されます。ただし、
プロセスが完了、中断および再開、または取り消された場合は、イベントが「履歴」タブに記録されません。

これらのプロセスは、Taleo接続を使用して開始または取り消すこともできます。

オンボーディング(トランジション)プロセスの開始とSmartOrgユーザー・アカウントに対する影響

候補者のオンボーディング(トランジション)プロセスを開始する前に、採用センターのユーザーが、ある人物に対して候補
者レコードが1つのみあることを確認することが重要です。重複のチェックを実行すると（「他のアクション」リスト > 「重複を
チェック」）、候補者が複数の候補者プロファイルを作成したかどうかを採用センターのユーザーが判断できます。ある人
物の候補者レコードが複数見つかった場合、採用センターのユーザーにはオンボーディング(トランジション)プロセスの開
始前に「候補者ファイルをマージする」アクションを実行することをお薦めします。

候補者に対してオンボーディング(トランジション)プロセスを開始すると、SmartOrgにユーザー・アカウントが作成されま
す(候補者レコードがまだユーザー・アカウントにリンクされていないと想定した場合)。人物ごとに単一の候補者レコードが
必要で、候補者レコードは単一のSmartOrgユーザー・アカウントにリンクされている必要があります。

候補者が候補者レコード"A"を使用して採用され、オンボーディング(トランジション)プロセスが開始すると想定します。
このアクションにより、リンクされたユーザー・アカウント"A"がSmartOrgに作成されます。その人物が後から外部キャリア・
サイトで2番目の候補者レコード"B"を作成し、組織の別のジョブに応募するとします。採用センターのユーザーが「重
複のチェック」アクションを実行せずにオンボーディング(トランジション)プロセスを開始した場合、不要なユーザー・アカウン
ト"B"がSmartOrgに作成されます。この2つの競合ユーザー・アカウントは、統合、学習アカウントおよびシングルサインオ
ン構成で問題になりやすくなります。

また、それぞれ異なるオンボーディング(トランジション)プロセスに関連付けられているため、2つのユーザー・アカウントは
マージできず、2つの候補者レコードをマージすることもできません。(「古いオンボーディング(トランジション)プロセスの自動
的な削除」を参照してください)。このような問題のある状況は、採用センターのユーザーがオンボーディング(トランジショ
ン)プロセスを開始する前に「重複のチェック」アクションを実行し、同じ人物を参照する候補者レコードをマージした場合
は回避できます。

オンボーディング(トランジション)事前採用プロセスの開始

ステップ

1. 候補者リストで候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで、「オンボーディング(トランジション)事前採用プロセスの開始」を選択します。

3. プロセスを選択します。

4. 「完了」をクリックします。



231 · Recruiting User Guide

オンボーディング(トランジション)新規採用プロセスの開始

ステップ

1. 候補者リストで候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで、「オンボーディング(トランジション)新規採用プロセスの開始」を選択します。

3. プロセスを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

オンボーディング(トランジション)事前採用プロセスの取消

ステップ

1. 候補者リストで候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで、「オンボーディング(トランジション)事前採用プロセスの取消」を選択します。

3. 「完了」をクリックします。

オンボーディング(トランジション)新規採用プロセスの取消

ステップ

1. 候補者リストで候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで、「オンボーディング(トランジション)新規採用プロセスの取消」を選択します。

3. 「完了」をクリックします。
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Eオファー・プロセス

採用センターでは、システム管理者によって構成されている場合に2つのEオファー・プロセスが使用可能です。

標準Eオファー・プロセスでは、候補者が単純にオファーを受入または拒否できます。Taleoオンボーディング(トランジショ
ン)製品を必要とする拡張Eオファー・プロセスでは、候補者はオファーを受入または拒否し、追加タスク、フォーム、電子
署名などを提供できます。適切な設定と権限がすべて構成されている場合、Eオファー・プロセスは、オファーが候補者に
提示されたときに採用センターから開始できます。Eオファーが採用センターで破棄された場合、プロセスはオンボーディン
グ(トランジション)センターで自動的に取り消されます。

Eオファー・プロセスは、Taleo接続を使用して開始または取り消すこともできます。

Eオファーの詳細は、「オファーの電子的な提示(Eオファー)」を参照してください。
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オフボーディング・プロセス

オフボーディング・プロセスは、Taleo接続を使用して、または他のソフトウェア製品からWebサービス経由で開始および取
消ができます。これらはオンボーディング(トランジション)センターで取り消すこともできます。
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オファー・プロセス

採用センターのユーザーは、オファーの作成および承認を行うことができます。

オファー・プロセスは、企業ごとに異なる場合があります。基本的なオファー・プロセスを次に示します。候補者がオファー・
ステップに到達すると、採用担当者またはマネージャは、「他のアクション」メニューで「オファーの作成」アクションを選択し
ます。オファーは、テンプレートを出発点として選択することによりすばやく作成できます。求人の給与情報や候補者の現
在のジョブ給与などの詳細を含めることができます。この後、オファーは承認のために送信されます。ユーザーに適切な権
限がある場合は、ユーザーが自分で承認できます。常連承認者を設定すると、採用担当者はプロセスのこのステップを
非常に簡単なステップにすることができます。一度承認されると、オファーは、書面、Eメール、レターまたは電子的な手段
で候補者に送信されます。このとき、口頭によるオファーも提示して記録できます。オファーが承認された場合、採用担
当者は、他の任意のCSWステップに進み、開始日を確認して、オンボーディング・プロセスを開始できます。オファーが承
認されなかった場合、採用担当者は、新しいオファー条件を交渉してサイクルを再実行するか、オファーを破棄しワーク
フローに戻ることを選択できます。
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オファーおよび候補者選考ワークフロー

候補者選考ワークフローは、オファー・ステップまたはRSOfferステップを含めるように構成できます。

候補者選考ワークフローおよびオファー・ステップ

オファー・ステップを使用すると、オファー管理モジュール機能全体を使用可能にしなくても、候補者採用プロセスでオ
ファー・アクティビティを簡単に追跡できます。このステップをワークフローに配置すると、「オファー」タブおよび「オファーの承
認」タブを使用できません。オファー・ステップを含む候補者選考ワークフローを使用すると、ユーザーは、標準のアクション
（「ステップ/ステータスの変更」、「移動」、「元に戻す」）を使用して、候補者をあるステップから別のステップに移動できま
す。

オファー・ステップを候補者選考ワークフローに追加すると、ユーザーは、「他のアクション」リスト経由で次のアクションを使
用できます。

• オファーの作成

• 候補者の不採用

• 候補者が辞退

候補者選考ワークフローおよびRSOfferステップ

RSOfferステップは、オファー管理モジュール用に作成された特別な候補者選考ワークフロー・ステップです。オファー管理
モジュールは、オファーの作成、オファーの承認、候補者へのオファーの提示、および候補者からの応答の登録を行うため
のツールを提供します。ユーザーは、優位なオファー情報、候補者の現在および将来の希望条件も登録できます。

このタイプのワークフローでは、標準のアクション（「ステップとステータスの変更」、「移動」、「元に戻す」）を使用して候補
者を移動するかわりに、特定のオファー関連アクションが、「オファー」プロセスの次の適切なアクティビティになったときに、
「他のアクション」リストに提示されます。

システム管理者は、適切な候補者選考ワークフローでRSOfferステップを追加する責任があります。RSOfferステップ
は、採用ステップの前に配置する必要があります。RSOfferステップは、カスタマイズも編集もできません（特定のステータ
スに追加できるクオリファイア・グループおよびクオリファイアは除く）。

RSOfferステップを候補者選考ワークフローに追加すると、権限を持つユーザーは、次のことが可能になります。

• オファーの作成

• 口頭、書面および電子的な手段でのオファーの提示

• オファーの送信

• 候補者の応答の登録

• 候補者の希望条件の登録

• 候補者の現在のジョブの条件の登録

• 優位なオファー情報の登録

• オファーの承認

• その他
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オファー・フォーム

オファー・フォームでは、ジョブ・オファーの条件が提示されます。

オファー・フォームは、候補者選考ワークフローのRSOfferステップに関係しています。

候補者ファイルの「オファー」タブにあるオファー・フォームでは、オファーを作成するためのすべての情報が収集されます。こ
のフォームは、候補者への現在のオファーに関する情報が含まれるだけではありません。このフォームを使用すると、現在
の求人、以前のオファー、優位なオファーおよび現在の候補者の希望条件に関する情報を収集して維持することもでき
ます。

オファー・フォームでは、各オファーは、特定の列に表示されます。新しいオファーが作成されると、自動的に左側の先頭
の列に表示され、「オファー(新規)」というラベルが付けられます。列は、同時に最大4つ表示できます。ユーザーは、必要
に応じて、中央のパネルの右上隅にある矢印を使用して、より多くのオファー間をナビゲートできます。ユーザーは、各列
の上部にあるドロップダウン・オプションを使用して、表示中のコンテキストを変更したり、削除したりすることもできます。

オファー・フォームでは、適切な権限を持つユーザーは、左側のパネルにある「その他のオファー」リンクをクリックして、他の
求人の候補者に提示されるオファーを調べることができます。

また、オファー・フォームの各オファーに固有の添付ファイルとオファー通知を表示することもできます。
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オファー・ステータス

オファーは、様々なステータスを経過します。

ステータス 説明

作成予定のオファー オファー・ステップの最初のステータス。

ドラフト オファー条件が開始して保存されましたが、承認はされていません。オファー承認が不要の場合、
オファーは、この時点で提示できます。

取消済 承認ためにルーティングするか、候補者に提示する前に、ドラフト・オーダーが作成され、取り消さ
れています。

承認処理中 オファーは承認のためにルーティングされています。

否認済 オファー承認要求が否認されました。

承認済 オファー承認要求は承認され、オファーを候補者に提示する準備ができています。

提示済 オファーが候補者に提示されました。

採用決定撤回 オファーが提示されるか、候補者がオファーを受け入れた後、ユーザー（企業）がそのオファーを破
棄または取り消しています。

交渉中 オファーが候補者に提示されました。ユーザーは、候補者がオファーの交渉を要求しているものとし
てマークします。新しいオファーを作成する必要がある場合、ユーザーは、新しいオファーを作成す
るためにオファーを破棄する必要があります。新しいオファーが不要の場合は、候補者の応答を再
登録するか（受理または不受理）、そのステータスを「不採用済」または「辞退した」に設定します。

不受理 オファーが候補者に提示されました。ユーザーまたは候補者は、候補者がオファーを拒否している
ものとしてマークしました。この時点で新しいオファーを作成できます。

受理 候補者がオファーを受け入れました。

受理撤回 候補者は、オファーを受け入れた後にそのオファーを拒否しました（自分の語句を取り消しまし
た）。

不採用済 候補者に対するオファーが破棄された後、ユーザーは、別のオファーを作成して同じ候補者に提
示しない場合は、候補者のステータスをオファー・ステップの「不採用済」として設定する必要があ
ります。これにより、別の候補者に対するオファーを作成して提示できます。

辞退した 候補者がオファーを拒否した後、ユーザーは、別のオファーを作成して同じ候補者に提示しない場
合は、候補者のステータスをオファー・ステップの「辞退した」として設定する必要があります。これに
より、別のオファーを作成して提示できるようになります。
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オファー・アクション- CSWおよびオファー・ステップ

オファーの作成

前提条件

候補者が「オファー」ステップに達している必要があります。

候補者選考ワークフローにRSOfferステップが含まれていない必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの作成」を選択します。

3. 必須情報を入力します。

4. 必須情報を選択します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

オファー管理を含まず単純なオファー・ステップを含むワークフローで、ステータスが「オファー」に変更されます。

ジョブの候補者の不採用

前提条件

候補者が「オファー」ステップに達している必要があります。

候補者選考ワークフローにRSOfferステップが含まれていない必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「候補者の拒否」を選択します。

3. その決定を説明する理由を選択します。

4. コメントを入力します。

5. 「完了」をクリックします。

候補者がジョブを辞退したことについての指定

前提条件

候補者が「オファー」ステップに達している必要があります。

候補者選考ワークフローにRSOfferステップが含まれていない必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「候補者が辞退」を選択します。

3. 候補者がジョブの対象として検討されなくなった理由を選択します。
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4. コメントを入力します。

5. 「完了」をクリックします。
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オファー・アクション- CSWおよびRSOfferステップ

オファーの作成

採用センターのユーザーは、ジョブの特定の条件を詳しく説明するオファーを作成できます。

オファーの作成は、候補者選考ワークフローのRSOfferステップに関係しています。

オファーを作成するには、「他のアクション」リストの「オファーの作成」をクリックします。オファーを作成するには、ユーザーに
適切なユーザー・タイプの権限を付与する必要があることに注意してください。

オファー・フォームでは、オファーを作成するためにすべての情報が収集されます。候補者用のオファーを作成するときは、
アイコン を使用して、別のオファー列からの情報（以前のオファーの条件など）を使用できます。このアイコンは、マウスを

列の上部、行の横またはオファー・フォームのセクションの上に移動すると表示されます。このアイコンをクリックすると、ユー
ザーは、複数のフィールドをまとめてまたは個々に新しいオファーに移動できます。以前のオファーは、参照専用であり、変
更できないことに注意してください。「オファー通知」フィールドをコピーした場合、その通知は、改訂されたオファーの条件
をすべて反映するように自動的に更新され、オファーを編集するたびに自動的に更新されます。

オファー・フォームでは、適切な権限を持つユーザーは、左側のパネルにある「その他のオファー」リンクをクリックして、他の
求人の候補者に提示されるオファーを調べることができます。

候補者アプリケーションごとに存在できる現在のオファーは、同時に1つのみです。現在のオファーは、承認されるまで、ま
たは候補者に提示されるまで変更できます。その後は、開始日および有効期限のみを変更できます。開始日と有効期
限に対する変更は、システムで追跡されます。

必須のオファー・フィールドがすべて完了すると、ユーザーは承認を受けるためにオファーを提出できます。ユーザーは、候
補者ファイルの「オファーの承認」タブに移動すれば、現在のオファー承認の詳細をいつでもレビューできます。承認過程
が存在する場合、承認情報は、候補者ファイルの「オファーの承認」タブで使用可能です。

ユーザーに適切な権限が付与された場合、「承認過程の変更」ボタンと「承認の終了」ボタンが使用可能になります。

アクションが有効であり、提出の状態が付与された場合、候補者用にジョブ・オファーが作成されると、候補者ファイルの
「他のアクション」リストにオファー・アクションが表示されます。オファー・アクションは、提出リストまたは一般プロファイルから
は不可能です。

オファーの作成

前提条件

候補者が「オファー」ステップに達している必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの作成」を選択します。

3. 必須情報を入力します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。
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オファーの提示

採用センターのユーザーは、Eメール、レター、または電子的な手段を介して、オファーを書面で提示できます。これによ
り、候補者は、口頭だけではなく、オンラインでもオファーを表示して応答できます。

オファーの提示アクションは、候補者選考ワークフローのRSOfferステップに関係しています。

オファー・プロセスは、オファーを提示する準備が整うとすぐに開始します。これは、ステータスが「承認済」（承認サイクル
が必要な場合）または「ドラフト」（承認サイクルが不要か、スキップするように構成されている場合）の場合にのみ可能で
す。「オファーの提示」ウィンドウでは、採用担当者は、次の複数のオプションを選択できます。

• オファーを口頭で提示
• オファーをEメールで提示
• オファーを通常の郵便またはFAXで提示
• オファーを電子的に提示

ユーザーはオファーを書面(Eメール、郵便、FAXを使用)で提示するときに、オファーが承認された後のオファー通知を編
集できます。承認されたオファーにオファー通知が含まれていたかどうかは関係ありません。

口頭でのオファーの提示

前提条件

オファーを作成しておく必要があります。

オファーの承認が必須である場合は、オファーが承認されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの提示」を選択します。

3. 「口頭で提示」オプションを選択します。

4. をクリックします。

5. カレンダで現在の日付を選択します。

6. 候補者の応答を登録します。

7. 「完了」をクリックします。

結果

オファーの口頭での提示は、候補者の提出で追跡されます。

Eメールでのオファーの提示

前提条件

オファーを作成しておく必要があります。

オファーの承認が必須である場合は、オファーが承認されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの提示」を選択します。

3. 「書面による提示」オプションを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

5. 「Eメール」オプションを選択します。

6. 「次」をクリックします。



243 · Recruiting User Guide

7. 「送信」をクリックします。

結果

書面によるオファーの提示が候補者の提出内で追跡されます。

ユーザーはオファーを書面で提示するときに、オファーが承認された後のオファー通知を編集できます。承認されたオ
ファーにオファー通知が含まれていたかどうかは関係ありません。

通常の郵便またはFAXでのオファーの提示

前提条件

オファーを作成しておく必要があります。

オファーの承認が必須である場合は、オファーが承認されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの提示」を選択します。

3. 「書面による提示」オプションを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

5. 「印刷済レター」オプションを選択します。

6. 「次」をクリックします。

7. 「印刷」をクリックします。

結果

一度印刷すると、オファーは、通常の郵便またはFAXで提示できます。書面によるオファーの提示が候補者の提出
内で追跡されます。

ユーザーはオファーを書面で提示するときに、オファーが承認された後のオファー通知を編集できます。承認されたオ
ファーにオファー通知が含まれていたかどうかは関係ありません。

オファーの電子的な提示（Eオファー）

候補者がオファーをオンラインで表示して応答できるように、採用センターのユーザーはオファーを電子的に提示できま
す。

Eオファー・オプションには、次の2つがあります。

• 標準の電子オファー(Taleo採用を使用)。
• 拡張電子オファー(Taleoオンボーディング(トランジション)が必要)。各ゾーンで同時に使用できる拡張Eオファー・プロ

セスは1つのみです。

Taleo採用を使用した標準の電子オファー

顧客は、標準の電子オファー機能を使用して、オファーを電子的に候補者に提示できます。候補者は、キャリア・セク
ションにアクセスし、オンラインでオファーに応答します。

オファーを電子的に送信するには、「電子オファー」設定に適切な値を設定し、オファーを電子的に提示する権限をユー
ザーに付与し、候補者選考ワークフローにRSOfferステップを含める必要があります。

Eオファー・プロセスは、オファーの提示の準備が整った時点でただちに開始されます。これは、ステータスが「承認済」（承
認サイクルが必要な場合）または「ドラフト」（承認サイクルが不要か、スキップするように構成されている場合）の場合に
のみ可能です。採用担当者は「オファーの提示」ウィンドウで「書面による提示」をクリックし、「Eオファー」を選択します。
オファーが電子的に提示されると、電子オファーが提示されたことを示す追跡イベントが候補者ファイルの「履歴」タブに
作成されます。
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候補者は、セキュア・キャリア・セクション・ポータルにアクセスしてオンラインでオファーを表示することを促すEメール通知を
受信します。候補者は、Eメール通知内のURLリンクをクリックすると、ログインが必要なキャリア・セクション・ポータルに誘
導されます。候補者がログインすると、「オファー」タブが直接表示されます。このタブで、候補者は、オファー詳細と添付
のオファー通知(ある場合)を表示できます。オファーと添付のオファー通知を印刷することもできます。次に候補者は、オ
ファーを受け入れるか拒否するかを決定し、オファーのフルネームと一意の識別子を指定してオファーに電子署名する必
要があります。電子署名は必須ですが、検証されないため、どのようなデータでも入力できます。

フルネームと一意の識別子のラベルは、顧客が変更できます。

候補者がオファーを受け入れると、受け入れられたオファーのページの下部に、その電子署名の日時と、電子署名した
候補者のフルネームが表示されます。このページには、一意の識別子も、候補者が入力した他の特定のデータも表示
されません。

候補者がオファーを受け入れると、そのオファーは、今後の参照のためにキャリア・セクションに表示され続けます。候補者
がオファーを拒否すると、そのオファーは、キャリア・セクションから消えます。候補者が複数の同時オファーを持っている場
合、たとえば、候補者が夏休み中のアルバイトと長期の永続的なポジションに採用された場合、キャリア・セクションの「オ
ファー」タブには、すべてのオファー、つまり、依然として応答が必要なオファーと受け入れられたオファーがリストされます。
オファーに有効期限があり、その期限に達しても、候補者がまだオンラインでオファーに応答していない場合は、オファーが
キャリア・セクションから消えます。有効期限前に候補者がオファーを受け入れた場合、受け入れられたオファーは、今後
の参照のためにキャリア・セクションに表示され続けます。有効期限の前に候補者がオファーを拒否すると、オファーはキャ
リア・セクションから消えます。

候補者がオファーに応答するとすぐに、採用担当者はEメール通知を受信します。この通知は、構成可能なメッセージ・
テンプレートであり、候補者の応答が含まれています。この通知を変更して他の情報を含め、採用マネージャなどの他の
受信者に送信することもできます。候補者の応答に応じて、候補者ステータスは、「オファー - 受理」または「オファー -
不受理」に自動的に変更されます。採用担当者は、候補者を候補者選考ワークフローの次のステップに進めることがで
きます。

候補者選考ワークフローで候補者を次のステップより先に進めるような自動進捗ルールを作成することはでき
ません。採用担当者に送信されるEメール通知では、候補者ごとに手動でそのようにするように指示できます。

採用担当者は、オファーを提示した後、候補者のかわりにオファーの応答を取得できます。たとえば、候補者が、オンラ
インでオファーに応答する前に、採用担当者に連絡して自分の応答を提示した場合、採用担当者は、その応答を取
得できます。これにより、採用担当者は、辞退理由を取得したり、オファーを「ネゴシエーション」ステータスに設定する機
会が得られます。採用担当者が入力した応答が「受理」の場合、オファーはキャリア・セクションに表示され続け、候補
者が見ることができます（受け入れられた電子オファーと同様）。オファーは受け入れられたものとして表示されますが、「オ
ファー通知」ページの下部に候補者のフルネームは表示されません。これは、候補者が自分の電子署名を入力しなかっ
たからです。採用担当者が入力した応答が「不受理」の場合、オファーは、候補者がオファーを自分で拒否したときと同
様にキャリア・セクションから消えます。

オファーが提示された後に、採用担当者がもう一度オファーを送信することもできます。たとえば、Eメールまたは印刷した
レターによって書面で提示されたオファーをEオファーでもう一度送信し、キャリア・セクションにオンラインで表示されるように
できます。同様に、すでに提示されてEオファーとして送信済のオファーを、Eメールまたは印刷されたレターでもう一度送る
こともできます。

標準の電子オファーの場合、ユーザーは、オファーを調整し、それを再び提示/送信できます。オファーの調整で
は、ユーザーは、すでに受け入れられたオファーを破棄し、新しいオファーを作成して、再び提示できるようにす
ることが必要です。
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Taleoオンボーディング(トランジション)を使用した拡張電子オファー

より複雑な電子オファー要件を持つ顧客は、Taleo採用で使用するオンボーディング(トランジション)の拡張電子オ
ファー・ワークフローを構成できます。

顧客によっては、役員用の追加の電子署名、追加ユーザーを含めるために提示された通知、パートナ・サービスに対
するコール、様々なタスクを必要とする場合があります。より複雑な要件を持つクライアントは、電子オファーの"オンボー
ディング(トランジション)バージョン"の使用を検討する場合があります。これは、このバージョンのオファー・ワークフローは、
様々なニーズに対応するように構成できるためです。

オンボーディング(トランジション)を使用してオファーを電子的に送信するには、「電子オファー」設定で適切な値を設定
し、オファーを電子的に提示する権限をユーザーに付与し、候補者選考ワークフロー(CSW)にRSOfferステップを含める
必要があります。

Eオファー・プロセスは、オファーの提示の準備が整った時点でただちに開始されます。これは、ステータスが「承認済」（承
認サイクルが必要な場合）または「ドラフト」（承認サイクルが不要か、スキップするように構成されている場合）の場合に
のみ可能です。採用担当者は「オファーの提示」ウィンドウで「書面による提示」をクリックし、「Eオファー」を選択します。
オファーが電子的に提示されると、電子オファーが提示されたことを示す追跡イベントが候補者ファイルの「履歴」タブに
作成されます。

候補者は、オファーをオンラインで表示するセキュア・キャリア・セクション・ポータルへのアクセスを促すEメール通知を受信
することがあります(オンボーディング(トランジション)プロセスがそのように構成されていた場合)。候補者は、Eメール通知
内のURLリンクをクリックすると、ログインが必要なキャリア・セクション・ポータルに誘導されます。候補者がログインすると、
「タスク」タブが直接表示されます。このタブで、候補者は、オファー詳細と添付のオファー通知(ある場合)を表示できま
す。オファーと添付のオファー通知を印刷することもできます。次に候補者は、オファーを受け入れるか拒否するかを決定
し、電子署名を含む場合のある必須フィールドがあれば、それをすべて完了する必要があります。

候補者がオファーに応答するとすぐに、プロセス内に構成する必要のあるシステム・タスクが、候補者の応答に応じて、候
補者ステータスを、「オファー - 受理」または「オファー - 不受理」に変更します。これにより、採用センターの候補者の提
出の履歴に行が追加され、候補者の応答が取得されます。この後、採用担当者またはその他の割当先は、構成可
能なEメール通知を受信できます（プロセスがそのように構成されている場合）。このEメール通知には、候補者の応答、
電子署名情報（必要な場合）、およびその他のデータ・フィールドを含めることができます。続いて、採用担当者は、候
補者をCSWの次のステップに進めることができます。その一方で、残りのオンボーディング(トランジション)プロセスも、並行
して自動的に続行できます。

オファーが提示された後に、採用担当者がもう一度オファーを送信することもできます。たとえば、Eメールまたは印刷した
レターによって書面で提示されたオファーをEオファーでもう一度送信し、キャリア・セクションにオンラインで表示されるように
できます。同様に、すでに提示されてEオファーとして送信済のオファーを、Eメールまたは印刷されたレターでもう一度送る
こともできます。

以前と同様、採用担当者は、Eオファーを提示して候補者がそれにオンラインで自分で応答するまでの間、候補者のか
わりにオファーの応答を登録する能力を依然として保持しています。これにより、CSWのステータスは、候補者の登録済
の応答に応じて、「オファー - 受理」または「オファー - 不受理」に変更されます。 採用センターでこの応答を登録して
も、キャリア・セクションの候補者に依然として表示されるオファー通知に直接的な影響はありません。ただし、候補者の
電子応答でCSWステータスは変更されません。これは、採用担当者がオファーの応答をすでに入力しており、オファーが
「提示済」ステータスではなくなっているからです。プロセスが実行中であるかぎり、オファー通知は、「タスク」タブに表示さ
れ続けます。

すべてのプロセスと同様に、採用担当者は、オンボーディング(トランジション)センターでEオファー・プロセスの進捗を追跡
することもできます。また、オンボーディング(トランジション)センターでEオファー・プロセスに関する現在のタスクを表示する
こともできます。採用担当者は、候補者が拡張Eオファーに応答するとすぐに、Eメール通知を受信できます(そのように通
知が構成されていた場合)。
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標準の電子オファーおよび拡張電子オファーの比較

標準の電子オファー 拡張電子オファー

オファーがキャリア・セクション内のどの場所

に表示されるか。

「オファー」タブ。このタブでは、複数のオ

ファーを表示できます。

「タスク」タブ。このタブでは、複数のオン

ボーディング(トランジション)プロセスを表示

できます。

候補者がどの時点で招待されるか。 採用センターのユーザーによってオファーが

送信されたとき（オファーが提示された時

点、または提示されたオファーが再送信さ

れた時点）。

Eオファー・プロセス内で構成されている場

合、常に。

電子署名が必須か。 はい。 構成可能です。

複数の電子署名を取得できるか。 候補者用の単一フォーム上で2つの電子

署名を取得可能です。

任意の参加者に割り当てられた任意の

数のフォーム上に表示するように、異なる

電子署名を無制限に構成できます。

電子署名を検証できるか。 いいえ、2つの電子署名は検証されませ

ん。ただし、これらは必須です。

はい。電子署名方式を指定します（名、

姓、誕生日、SSNの最後の4桁など）。

OLFごとに異なる通知またはタスクを送信

できるか。

いいえ はい、Eオファー・プロセス内でOLFまたは

任意のフィールドごとに対象にされる異な

るステップを構成します。"Eオファー"タイプ

のオンボーディング(トランジション)プロセス

を1つのみ作成できます(OLFに基づき複

数は作成できません)。

リマインダを送信できるか。 いいえ はい。候補者のEオファー・フォームの場

合、および任意のタスク（期日が近づいて

きたときまたは期日を過ぎたとき）で可能で

す。

候補者選考ワークフローでステータスはど

の時点で更新されるか。

キャリア・セクションで候補者が電子オ

ファーを提出した直後。

Eオファー・プロセス内で希望時に随時（シ

ステム・タスクがこの目的で起動された時

点）。

採用担当者がオファーの応答を手動で取

得できるか。

はい。候補者選考ワークフローが更新され

ます。ただし、候補者はキャリア・セクション

でオファーに電子署名することができなくな

ります。キャリア・セクションで、受理された

オファーが引き続き候補者に表示されるこ

とに注意してください。

はい。候補者選考ワークフローが更新さ

れ、プロセスは続行できます。候補者はそ

の後もオファーに電子署名できます。ただ

し、候補者の応答が異なる場合、採用

担当者によって最初に取得された応答が

考慮されます。

Eオファーに対する候補者の応答を受信し

た後、候補者選考ワークフローの自動進

捗を構成できるか。

いいえ いいえ
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標準の電子オファー 拡張電子オファー

オファーは、候補者が拒否してもキャリア・

セクションで使用可能なままか。

いいえ はい。Eオファー・フォームを含むすべての提

出済フォームを、Eオファー・プロセスの期間

中、候補者/新規採用プロセスが100%完

了に達する（または取消/中断される）ま

で、読取り専用で引き続き表示できま

す。

オファーは、候補者が受け入れた後もキャ

リア・セクションで使用可能であり続ける

か。

はい、オファーは、候補者/オファー情報が

アーカイブまたはパージされるまで表示され

続けます。

はい。Eオファー・フォームを含むすべての提

出済フォームを、Eオファー・プロセスの期間

中、候補者/新規採用プロセスが100%完

了に達する（または取消/中断される）ま

で、読取り専用で引き続き表示できま

す。

開始日がまだ不確かであるのに候補者

がEオファーを受け入れた場合、開始日を

確定するように採用担当者に通知するタ

スクがシステムで自動的に作成されるか。

いいえ いいえ

候補者がEオファーを受け入れた場合、従

業員のその開始日での入社を確認するよ

うに採用担当者に通知するタスクがシステ

ムで自動的に作成されるか。

いいえ いいえ

採用担当者は、電子オファーを破棄でき

るか。

はい。電子オファーは他の「提示済」ステー

タスのオファーと同様に破棄できます。

はい。電子オファーは他の「提示済」ス

テータスのオファーと同様に破棄できます。

電子オファーを含む求人を採用担当者が

取り消すとどうなるか。

提示済オファーが破棄されるまでは、求人

を取り消せません。

提示済オファーが破棄されるまでは、求人

を取り消せません。

有効期限に達するとどうなるか。 候補者は電子オファーに応答できなくなり

ますが、採用担当者は引き続き応答でき

ます。

影響はありません。プロセスは続行できま

す。

候補者がキャリア・セクションで応答する前

に、採用担当者が電子オファーを受理と

マークするとどうなるか。

候補者選考ワークフローは更新されます

（ステータスは「受理」）。ただし、候補者は

キャリア・セクションでオファーに電子署名す

ることができなくなります。キャリア・セクショ

ン上の受理したオファーの下部に電子署

名が表示されません。これは、候補者が

電子署名しなかったからです。キャリア・セ

クションでは、受理したオファーが依然とし

て候補者に表示されます。

影響はありません。プロセスは続行できま

す。候補者選考ワークフローは更新され

（ステータスは「受理」）、プロセスは続行で

きます。候補者はその後もオファーに電子

署名できます。ただし、候補者の応答が

異なる場合、採用担当者によって最初に

取得された応答が考慮されます。

候補者がキャリア・セクションで応答を提

供する前に、採用担当者が電子オファー

を拒否されたものとしてマークするとどうな

るか。

候補者選考ワークフローは更新され（ス

テータスは「不受理」）、電子オファーは

キャリア・セクションから消えます。

影響はありません。プロセスは続行でき、

候補者選考ワークフローは、採用担当者

によって「不受理」ステータスへと更新され

ます。候補者はその後もオファーに電子署

名できます。ただし、候補者の応答が異

なる場合、採用担当者によって最初に取

得された応答が考慮されます。
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標準の電子オファー 拡張電子オファー

採用担当者が電子オファーを交渉中とし

てマークするとどうなるか。

影響はありません。オファーのステータスが

変更され、通常どおりに履歴に行が書き

込まれますが、候補者は通常どおりに引

き続きEオファーの表示と応答を実行でき

ます。

影響はありません。オファーのステータスが

変更され、通常どおりに履歴に行が書き

込まれますが、候補者は通常どおりに引

き続きEオファーの表示と応答を実行でき

ます。

オファーの電子的な提示

前提条件

オファーを作成しておく必要があります。

オファーの承認が必須である場合は、オファーが承認されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの提示」を選択します。

3. 「書面による提示」オプションを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

5. 「Eオファー」オプションを選択します。

6. 「次」をクリックします。

7. 「送信」をクリックします。

結果

オファーが電子的に提示されると、電子オファーが提示されたことを示す追跡イベントが候補者ファイルの「履歴」タブ
に作成されます。

オファーの送信

前提条件

オファーが候補者に提示されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストから「オファーの送信」を選択します。

3. 必須フィールドに入力します。

4. 必須情報を選択します。

5. 「次」をクリックします。

6. 「送信」をクリックします。

結果

選択したメディアを使用して、以前提示されたオファーが候補者に送信されます。

オファーに対する候補者の応答の登録

前提条件

オファーが候補者に提示されている必要があります。
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ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「応答の登録」を選択します。

3. 候補者のオファーに対する応答を選択します。

4. 「次」をクリックします。

5. 候補者による応答に従って、必要な情報を入力します。

6. 「完了」をクリックします。

結果

オファーに対する候補者の応答は、候補者ファイルに入力されます。

オファーの編集

前提条件

候補者が「オファー」ステップに達している必要があります。

オファーを作成する必要がありますが、承認または提示する必要はありません。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「オファー」タブを選択します。

3. オファーの下にある「編集」をクリックします。

4. 情報を編集します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

オファーの取消

前提条件

候補者が「オファー」ステップに達している必要があります。

オファーは作成されましたが、候補者に提示されていません。

承認プロセスの進行中は、オファーを取り消すアクションを行うことができません。承認が進行中の場合、使用可能な
アクションは、「承認の変更」、「承認の決定」、または「承認過程の終了」です。オファーを取り消せるのは、ドラフト・
オファーまたは承認済オファーの場合のみです。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルを選択します。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの取消」を選択します。

3. コメントを追加します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

オファーはアクティブではなくなり、候補者のステータスは「オファー取消済」に更新されます。

受入済オファーの取消

前提条件

オファーが候補者に提示されている必要があります。
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ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの破棄」を選択します。

3. コメントを追加します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

オファーは、候補者に送信されましたが、取り消されました。

候補者による受入済オファー辞退の入力

前提条件

オファーが候補者に提示されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「オファーの拒否」を選択します。

3. コメントを追加します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

候補者が以前受け入れたオファーを辞退したことが候補者ファイルで示されます。

オファー有効期限の更新

前提条件

オファーが作成されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「有効期限の更新」を選択します。

3. 新しい有効期限を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

候補者がオファーに応答する必要のある期限が変更されます。

オファー開始日を仮の日付にするかどうかの指定

前提条件

候補者は、オファー・ステップに存在する必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。
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2. 「オファー」タブをクリックします。

3. 「他のアクション」リストで「オファーの作成」を選択します。

4. 「開始日」セクションで、「暫定」オプションを必要に応じて選択します。

5. 「保存」をクリックします。

結果

開始日が暫定であるかどうかがオファー・フォームに示されます。

オファー開始日の更新

前提条件

オファーが作成されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「開始日の更新」を選択します。

3. 新しい開始日を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

候補者が作業を開始する必要のある開始日がオファーで変更されます。

給与計算ツールの使用

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「オファー」タブを選択します。

3. 列で「編集」をクリックします。

4. をクリックします。

5. 必要に応じてフィールドに入力します。

6. 「完了」をクリックします。

結果

計算ツールで生成された給与関連の値がファイルに自動的に組み込まれます。

Eオファー通知PDFの表示

採用センターのユーザーは、候補者や従業員によって電子的に受諾または拒否されるオファー通知PDFを表示および
印刷できます。

この機能は、採用での標準のEオファーとオンボーディング(トランジション)での拡張Eオファーの両方で使用できます。拡
張Eオファーの詳細は、オンボーディング(トランジション)に関する文書を参照してください。

採用担当者は、Taleo採用の標準の電子オファー機能を使用して、オファーを電子的に候補者に提示できます。オ
ファーが候補者に提示されると、候補者はキャリア・セクションの「オファー」タブにアクセスして、オンラインでオファーに応答



オファー管理 · 252

します。候補者の応答に応じて、候補者ステータスは、「オファー - 受諾済」または「オファー - 拒否済」に自動的に変
更されます。採用担当者は、候補者を候補者選考ワークフローの次のステップに進めることができます。採用担当者に
適切な権限が付与されている場合は、次の場所で入力済のEオファー通知のPDFを表示および印刷できます。

• 候補者ファイルの「履歴」タブで、「詳細」列に表示されているオファー通知テンプレートの名前(ハイパーリンク付き)を
クリックします。

• 現在のオファーのオファー・グリッドで、「署名済オファー通知の印刷」アイコン をクリックします。

「署名済オファー通知の印刷」アイコンは現在のオファーでのみ使用できます。現在のオファーでない場合、
このアイコンは使用できません。オファーが採用センターのユーザーによって破棄された場合、または候補者に
よって受諾撤回された場合、入力済のオファー通知にアクセスするためのアイコンがオファー・グリッドに表示され
なくなります。ただし、オファーが破棄または受諾撤回されても、「履歴」タブのエントリから、過去のEオファー通
知PDFのすべてにアクセスできます。

 

 

 

 

Eオファー通知PDFの最後にはそれぞれ次のような電子署名情報が表示されます。

• オファーの受諾または拒否

• 候補者の電子署名の日時(オファーを提示した採用担当者のタイムゾーン)

• IPアドレス

• Eオファーに署名した候補者の氏名

採用担当者は電子的に署名された受諾済または拒否済のオファーを表示できます(バージョン12C以降)。
候補者ファイルの「履歴」タブに、これらのEオファーPDFを表示するクリック可能なリンクが表示されます。
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その他のオファー・アクション

候補者の希望条件の登録

前提条件

候補者の希望条件は、選考プロセス全体で登録できますが、ほとんどの場合は、インタビュー中に登録されます。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「希望条件を登録」を選択します。

3. 希望条件のタイプを選択します。

4. 「作成」をクリックします。

5. 「希望する(新規)」列に情報を入力します。

6. 「保存してクローズ」をクリックします。

候補者の希望条件の編集

前提条件

ファイルには、候補者の希望条件を含める必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「オファー」タブを選択します。

3. 「希望条件」列で「編集」をクリックします。

4. 情報を変更します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

候補者の現在のジョブの条件の登録

ユーザーは、通常のオファーを作成する前に、比較の目的で候補者のジョブの条件を登録できます。候補者の現在の
ジョブの条件は、選考プロセス全体で登録できますが、ほとんどの場合は、インタビュー中に登録されます。

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストから「希望条件を登録」を選択します。

3. 現在のジョブを選択します。

4. 「作成」をクリックします。

5. 「現在のジョブ(新規)」列に情報を入力します。



オファー管理 · 254

6. 「保存してクローズ」をクリックします。

候補者の現在のジョブの条件の編集

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「オファー」タブを選択します。

3. 「現在のジョブ」列の横にある「編集」をクリックします。

4. 変更を行います。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

優位なオファー情報の登録

前提条件

優位なオファー情報は、選考プロセス全体、インタビュー中または電話での会話中にオファー・フォームに入力できま
す。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「優位な待遇条件の登録」を選択します。

3. 「優位なオファー(新規)」列に情報を入力します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

優位なオファー情報の編集

前提条件

優位なオファーを登録する必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをオープンします。

2. 「他のアクション」リストで「優位な待遇条件の登録」を選択します。

3. 「優位なオファー」列の下で「編集」をクリックします。

4. 情報を入力します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

オファーへの添付ファイルの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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ファイルのウィルス・スキャンが実行されます。ウィルスが検出された場合、ファイルは添付されません。ファイル情報が表
示されるか、別のファイルを添付するよう求められます。

ステップ

1. 候補者ファイルで、 をクリックします。

2. 「添付先」オプションで「オファー」を選択します。

3. ファイルを参照して選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

候補者ファイルの「添付」タブの「添付」リストに添付ファイルの名前が表示されます。

オファーからの添付ファイルの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

候補者ファイルには、オファーに添付されたファイルがあります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「添付」タブをクリックします。

2. 削除するファイルの名前の上にマウスを移動します。

3. をクリックします。

4. 警告ウィンドウで削除を確認します。

結果

ファイルは添付のリストに表示されなくなります。
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オファー承認

オファーの承認の要求

採用センターのユーザーは、オファーの承認を要求できます。

適切な権限を持つユーザーは、「他のアクション」リストの「承認の要求」アクションを選択して、承認のオファーをルーティ
ングできます。このオプションが使用されるのは、オファーを提示するために、少なくとも1人がオファーを承認する必要があ
るときです。「オファーの承認の要求」を参照してください。

承認を要求するとき、ユーザーは、承認を実行する必要がある対象者をリストから選択する必要があります。組織で選
択されている承認のタイプによって、システム管理者が承認者のリストを構成できる場合とそうでない場合があります。

• 標準承認プロセスが使用されている場合、ユーザーはデータベースのすべてのアクティブ・ユーザーを含むリストから承
認者を選択します。ユーザーが自分の設定機能で常連承認者のリストを作成することもできます。

• 動的承認経路プロセスが使用されている場合は、「承認の要求」アクションを選択した時点で承認者のリストが事
前設定されます。生成する承認者のリストは、システム管理者が動的承認経路機能で構成します。これらの承認
者は、構成されたルールと条件に基づいて表示されます。

選択された承認者は、次のいずれかの方法を使用してオファーを承認します。

• 承認者が採用センターのユーザーである場合、承認者は「タスク」チャネルで「オファーの承認」タスクを受け取りま
す。

• 承認者が採用センターのユーザーでない場合、承認者はEメールでE共有メッセージを受信します。
• 承認者が採用センターのユーザーであり、かつE共有のユーザーである場合、承認者は「タスク」チャネルで「オファー

の承認」タスクを受信し、Eメールでもメッセージを受信します。

承認者がタスク・リストまたはE共有から承認を実行すると、（システムで実際に表示されているファイルではなく）確認用
のPDF版のオファーが承認者に送信されます。また、特定のセキュリティ・レベルのフィールドを表示するユーザーの権限に
応じて、承認ファイルが生成されます。

承認過程の実行方法は2つあります。

• 順次: 最初の承認者が承認要求を受け取り、オファーを承認します。承認されると、承認要求は次の承認者へと
渡されていきます。オファーは、順序内の各承認者がそのとおりに承認するまで先に進みません。順序内で1人がオ
ファーを否認すると、承認プロセスが終了します。

• 並列: 複数の承認者が承認要求を受け取り、全員が同時にオファーを承認できます。承認者がオファーを承認する
際に、他の承認者を待つ必要はありません。

組織内で標準承認プロセスが使用されている場合、システム管理者は、順次または並列承認を使用可能にするため
の設定をアクティブ化する必要があります。組織内で動的承認経路が使用されている場合、同じロールに複数の承認
者が存在する場合以外は承認が順次になり、複数の承認者がいる場合は並列になります。

オファーの承認の要求

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

候補者が「オファー」ステップに達している必要があります。

オファーが作成されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルを選択します。
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2. 「他のアクション」リストで「承認の要求」を選択します。

3. 承認者を選択します。関連情報までリストをフィルタするには、クイック・フィルタを使用します。

4. 「順序」列の下のドロップダウン・リストを使用して連番を割り当てることにより、承認の順序を定義します。

最初の承認者が承認要求を受け取り、オファーを承認します。承認されると、承認要求は次の承認者へと渡さ

れていきます。

5. 「承認後」セクションで、次のタスクを割り当てるユーザーを選択します。

6. コメントを入力します。

7. 他の必要なフィールドに入力します。

「自分の常連協力者リストに承認者を追加」フィールドに関する重要な情報。この機能では、これらのユーザー

が「自分の設定」 > 「プリファレンス」の常連協力者としてのみ追加されます。これらのユーザーは、現在オープン

している求人の協力者としては追加されません。また、「自分の設定」 > 「プリファレンス」の常連協力者リストに

適用された変更を表示するには、ログアウトしてから再度ログインする必要があります。

求人の「承認の要求」ウィンドウにあった「タスクが完了したら通知」チェック・ボックスは、用途がなかったため、機

能パック11A.4以降では削除されています。承認の進捗状況に関する通知は、システム管理者が必要に応じて

構成できます。

8. 「完了」をクリックします。

結果

システムが順序内の最初の承認者にタスクを割り当てます。

• 承認者が採用センターのユーザーである場合、「オファーの承認」タスクがユーザーに割り当てられます。

• 承認者がE共有のユーザーである場合は、E共有の承認者メッセージが承認者に送信されます。

次ステップ

「承認」、「否認」、「転送」アクションの選択。

オファーを承認する方法

承認者は様々なツールを使用してオファーを承認できます。

「タスク」チャネルを使用

承認者が採用センターのユーザーである場合、承認者は「タスク」チャネルでタスクを受信します。「オファーの承認」を参
照してください。

E共有を使用

承認者が採用センターのユーザーでない場合、承認者はEメールでE共有メッセージを受信します。

「タスク」チャネルまたはE共有（あるいはその両方）を使用

承認者が採用センターのユーザーであり、かつE共有のユーザーである場合、承認者は「タスク」チャネルで「オファーの承
認」タスクを受信し、Eメールでもメッセージを受信します。

承認者がタスク・リストまたはE共有から承認を実行すると、（システムで実際に表示されているファイルではなく）確認用
のPDF版のオファーが承認者に送信されます。また、特定のセキュリティ・レベルのフィールドを表示するユーザーの権限に
応じて、承認ファイルが生成されます。

別の承認者の代理としてのオファー承認

場合によっては、別の承認者にかわってオファーを承認することが必要になります。これは、承認過程の変更というアク
ションを使用して行われます。適切な権限を持つユーザーは、いずれかの承認者の代理として手動で承認判定を更新
できます。「別の承認者の代理としてのオファー承認」を参照してください。
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「タスク」チャネルでのオファーの承認

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「タスク」チャネルで「オファーの承認」をクリックします。

2. 「タスク」リストで、必要な求人の横の「オファーの承認」をクリックします。

3. 「承認の決定」ウィンドウで、「承認」を選択します。

4. 必須の場合はコメントを入力します。

5. 「完了」をクリックします。

別の承認者の代理としてのオファー承認

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

候補者がオファー・ステップに達している必要があります。

オファーの承認が要求されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをクリックします。

2. 「他のアクション」リストで「承認過程の変更」を選択します。

3. 「決定」ドロップダウン・メニューから「承認」を選択します。

4. 必須フィールドに入力します。

5. 「完了」をクリックします。

承認過程の変更

場合によっては、オファーについて最初に選択された承認者を変更することが必要になります。これは、承認過程の変更
というアクションを使用して行われます。

承認過程の変更要求

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

オファーのステータスが「承認待ち」であることが必要です。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「他のアクション」リストから「承認過程の変更要求」を選択します。

2. をクリックして協力者を選択します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

適切なユーザー・タイプの権限を持つユーザーが、承認過程を修正するタスクを受け取ります。
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ユーザーが作成した承認過程の変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

承認者の決定がペンディングであることが必要です。

オファーが候補者のために作成されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをクリックします。

2. 「他のアクション」リストで「承認過程の変更」を選択します。

3. 承認者を追加または削除します。

4. 承認者の順序を変更できます。

5. コメントを入力します。

6. 他の必要なフィールドに入力します。

7. 「完了」をクリックします。

結果

システムが順序内の最初の承認者に承認を割り当てます。

• 承認者が採用センターのユーザーである場合、「オファーの承認」タスクがユーザーに割り当てられます。
• 承認者がE共有のユーザーである場合は、E共有の承認者メッセージが承認者に送信されます。

次ステップ

「承認」、「否認」、「転送」アクションの選択。

オファー承認プロセスの完了

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

オファーの承認が要求されていることが必要です。

オファーが候補者に提示されていない必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者ファイルをクリックします。

2. 「他のアクション」リストから「承認プロセスの終了」を選択します。

3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

オファー承認要求の再送信

前提条件

この機能を使用する可能性があるのは、承認者がE共有のユーザーで、Eメールでタスク要求を受け取る場合のみで
す。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで「オファー承認」タブをクリックします。
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2. 「リマインダの送信」をクリックします。

結果

オファー承認要求のリマインダが、現在割り当てられているE共有の承認者に送信されます。

E共有によるオファー承認の確認

E共有のユーザーは、オファー承認の確認を受け取ることができます。

この機能は、E共有のすべての承認で自動的に使用可能になります。ユーザーがE共有の承認要求に応答するときに、
承認確認の受信をトリガーするチェック・ボックスがあります。ユーザーが確認を受信するよう選択した場合、要求に対す
る意思決定を完了した時点で、そのアクションを確認するEメール・メッセージがユーザーに送信されます。

そのために、3つのシステム・メッセージ・テンプレートが作成されています。標準メッセージが用意されていますが、システム
管理者が必要に応じて送信メッセージのテキストを変更できます。送信される確認は、承認者が行った決定に応じて
異なります。

• 承認されたオファーの確認

• 否認されたオファーの確認

• 棄権されたオファーの確認

「タスク」チャネル経由で意思決定される承認には確認オプションがありません。「完了したタスクを非表示」オプションの
選択を解除すると、完了したタスクを「タスク」チャネルに表示できます。

オファー承認要求のリマインダ

採用センターのユーザーは、オファー承認要求のリマインダを送信できます。

適切な権限を持つユーザーは、アクティブな承認がペンディングになっているとき、オファー内の「承認」タブの「リマインダの
送信」ボタンをクリックできます。このアクションを実行すると、判定を下す順番の承認者に承認要求のEメールが再送信
されます。承認者がE共有のユーザーである場合は、Eメール内でE共有のハイパーリンクが示されます。

承認者および常連承認者

承認者とは、求人またはオファー（あるいはその両方）を承認する採用センターのユーザーのことです。

承認者のリストは、システム管理者が部門レベルで定義できます。個人のデフォルト承認者リスト(常連承認者と呼ば
れる)も、採用センターのユーザーが自分の設定機能で定義できます。（「承認の要求」アクションを選択して）求人また
はオファー（あるいはその両方）を承認する準備が整うと、承認過程がデフォルトで次のように選択されます。

• 常連承認者が「自分の設定」で定義されていた場合は、これらの承認者が自動的に選択されます。

• 常連承認者が「自分の設定」で定義されていなかった場合は、システム管理者が部門レベルで設定した承認者が
自動的に選択されます。

ユーザーが承認者を選択すると、セレクタには、見込み承認者になる可能性があるユーザーのみが表示されます。どの
承認者も承認を行うことが許可されていなければ、承認者が表示されないこともあり得ます。承認者は、アクティブ・ユー
ザーであり、なおかつ求人またはオファー（あるいはその両方）を承認するためのユーザー・タイプの権限を持っている必要
があります。

常連承認者リストの作成

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。
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ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連承認者」タブで、「追加」をクリックします。

3. 1人以上の承認者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

承認者リストに承認者が表示されます。求人またはオファー（あるいはその両方）の承認を要求すると、これらの承認
者が自動的に選択され、システム管理者が設定したデフォルト承認者は上書きされます。

常連承認者リストの変更

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連承認者」タブで、「変更」をクリックします。

3. 1人以上の承認者を選択します。

4. 「選択」をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

結果

承認者リストに承認者が表示されます。求人またはオファーの承認を要求すると、これらの承認者が自動的に選択
され、システム管理者が設定したデフォルト承認者は上書きされます。システムは、ユーザーが「自分の設定」で設定
した承認者リストを変更できません。

常連承認者リストへの承認者の追加

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連承認者」タブで、「追加」をクリックします。

3. 1人以上の承認者を選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

承認者リストに承認者が表示されます。求人またはオファー（あるいはその両方）の承認を要求すると、これらの承認
者が自動的に選択されます。システムは、ユーザーが「自分の設定」で設定した承認者リストを変更できません。

常連承認者リストからの承認者の削除

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。
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ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 補助ナビゲーション・バーの「リソース」をクリックし、「自分の設定」をクリックします。

2. 「常連承認者」タブで、「変更」をクリックします。

3. 承認者の名前の上にマウスを重ねます。

4. 表示された をクリックします。

5. 「完了」をクリックします。

結果

この承認者は「自分の設定」の承認者リストに表示されなくなります。
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パイプライン管理

パイプライン管理には、コンタクトと候補者を区別し、コンタクトを個別に追跡および管理するパイプラインを構築する機
能があります。

タレント獲得プロセスにはコンタクトの育成が含まれます。コンタクトとは、ジョブに関して検討されていませんが、組織が
求めているスキル、経歴および経験を持っている人物です。パイプライン管理によって、オープン求人の検討対象になる
パイプライン内のコンタクトという状態も含めて候補者のライフサイクルを管理する手段が顧客に提供されます。

現在、システムでは、候補者を採用するために使用されるジョブの求人と、候補者のパイプラインを構築するためのパイ
プラインの求人を区別しています。

パイプラインの求人には次の2種類があります。

• パイプライン - 一般

• パイプライン - エグゼクティブ
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パイプライン管理の使用

パイプライン管理では、オープン求人の検討対象になるパイプライン内のコンタクトという状態も含めて候補者のライフサ
イクルを管理する手段が提供されます。

パイプラインの求人

求人および求人テンプレートを作成するときに、次の2種類のパイプラインの求人を使用できます。

• パイプライン - 一般

• パイプライン - エグゼクティブ

パイプラインの求人では、「パイプライン候補者選考ワークフロー」がデフォルトで選択されます。このワークフローには、パイ
プライン参照モデルに関連付けられた1つのステップが含まれます。「パイプラインの求人の作成」を参照してください。

「求人」チャネルの「パイプラインの求人」

センター・ステージの「求人」チャネルには、「ジョブの求人」および「パイプラインの求人」という2つのグループの求人が表示
されます。パイプラインの求人は、センター・ステージのミニ求人リストには表示されないことに注意してください。

採用センターのユーザーが「ジョブの求人」の下のステータス・リンクをクリックすると、「求人」リストがステータスと求人タイプ
（「専門職」、「エグゼクティブ」、「時給」、「学生」および「派遣」）によってフィルタリングされます。

採用センターのユーザーが「パイプラインの求人」の下のステータス・リンクをクリックすると、「求人」リストがステータスと求
人タイプ（「パイプライン - 一般」および「パイプライン - エグゼクティブ」）によってフィルタリングされます。「パイプラインの求
人」では、「ドラフト」、「オープン」、「保留」、「ペンディング」のステータスが表示されます。どの求人にもこれらのステータス
が1つもない場合、「求人」チャネルに件数が表示されないことに注意してください。

候補者とパイプラインの求人の一致

採用センターのユーザーは、候補者をパイプラインの求人に一致させることができます。このプロセスは他のタイプの求
人と同じです。「候補者と求人の照合」を参照してください。求人および候補者の提出を追跡する履歴では、システム
が2つのエントリ（ソース求人に1つ、ターゲット求人に1つ）を記録します。

候補者がパイプラインの求人と一致する場合（一般プロファイルまたは提出コンテキストから）、イベントが求人の「履歴」
タブに追加されます。

• イベント: 候補者がこの求人に一致しました

• 詳細: 候補者がxyzのこの求人に一致しました。

候補者がパイプラインの求人と一致する場合（提出から）、候補者が一致した求人の「履歴」タブにイベントが追加され
ます。

• イベント: この求人の候補者が一致しました

• 詳細: この求人の候補者がxyzに一致しました。

候補者がパイプラインの求人と一致する場合（提出または一般プロファイルから）、「一致した候補者」というイベントが、
新たに作成された提出の「履歴」タブに追加されます。

「最新の進捗ステータス」の使用

最新の進捗ステータス機能がパイプライン管理機能で使用されます。これにより、まだ処理されていない候補者（つま
り、アクションが実行されていない候補者）を確認しやすくなります。「候補者の進捗ステータス」を参照してください。

• 「パイプライン」、「採用済」および「連絡先」ステータスがサポートされます。

• 「最新の進捗ステータス」クイック・フィルタが使用できます。値は次のとおりです。

• 連絡先: 「パイプライン管理」がアクティブになっている場合に使用可能です。この人物は、ジョブまたはパイプライ
ンの求人について検討されたことがありません。 あるいは、この人物は、過去にジョブまたはパイプラインの求人に
ついて検討されたことがありますが、現在はアクティブなジョブ応募またはパイプライン応募はありません。
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• パイプライン: 「パイプライン管理」がアクティブになっている場合に使用可能です。この人物は、アクティブなジョブ
の求人について検討されていませんが、パイプラインの求人ではアクティブです。

• 新規

• 一次インタビュー、二次インタビュー、三次インタビュー

• テスト

• オファー

• 採用

• 「最新の進捗ステータス」拡張フィルタが使用できます。

• 「最新の進捗ステータス」検索基準を、「拡張検索」に含めることができます（システム管理者がこのフィールドを検索
で使用できるように設定した場合）。

パイプラインの求人の作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「求人」の下の「求人の作成」をクリックします。

2. 求人のタイプとして「パイプライン - 一般」または「パイプライン - エグゼクティブ」を選択します。

3. 「次」をクリックします。

4. 画面の指示に従って、フィールドを設定します。

入力が必要な情報は、システム管理者によって構成されたフローとオプションによって異なります。

5. 「保存」をクリックします。

結果

求人リストに求人が表示され、ステータスは「ドラフト」になります。
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評価管理プロセス

評価管理を使用すると、組織は、スクリーニング・プロセスで得られた評価者の入力内容を電子的に取得して、レビュー
と分析を行うことができます。

評価プロセスには、組織の様々な参加者が関係します。評価管理は、基本的には、次のように行います。

1. ライブラリ・マネージャが評価カテゴリを作成します。

2. ライブラリ・マネージャが評価質問を作成します。

3. ライブラリ・マネージャが評価スキルを作成します。

4. ライブラリ・マネージャが評価質問リストを作成し、このリストに質問およびスキルを追加します。

5. ライブラリ・マネージャが評価質問リストを求人テンプレートに追加します。

6. 採用担当者が評価質問リストを求人に追加します。

7. 採用担当者が、候補者を評価するように評価者に依頼します。

8. 評価者は、インタビューした候補者に関するフィードバックを提供します。

9. 採用担当者が、評価者が入力した評価質問リストを確認します。

10. 採用担当者がインタビューを作成します。

11. 採用担当者がインタビューおよび評価の詳細を確認します。

12. インタビュー参加者がインタビューへの招待に応答します。
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評価カテゴリの作成

評価カテゴリ・ライブラリは、評価質問および評価質問リストの編成に役立ちます。

評価カテゴリは、採用センターの「ライブラリ」タブで使用可能です。このオプションを表示するには、ユーザー・タイプの権
限をユーザーに付与する必要があります。

デフォルトでは、ライブラリにすべての評価カテゴリが表示されますが、クイック・フィルタを使用すると、カテゴリまたはステー
タス（ドラフト、アクティブ、非アクティブ）、あるいはその両方で一覧表を絞り込むことができます。 ライブラリ・マネージャ
は、新しいカテゴリを作成することも、既存のカテゴリを変更することもできます。 「評価カテゴリの作成」を参照してくださ
い。 新しい評価カテゴリを作成する場合、そのカテゴリは、ユーザーの希望する言語で作成されます。 カテゴリが作成さ
れると、ユーザーは、カテゴリに戻り、カテゴリを翻訳する言語を選択できます。 翻訳が提供されている言語は青色で表
示されます。

評価カテゴリの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで、「評価カテゴリ」を選択します。

2. 「作成」をクリックします。

3. カテゴリの名前を指定します。

4. カテゴリを作成する言語を選択します。

5. カテゴリをアクティブ化します。

6. 「保存」をクリックします。
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評価質問の作成

組織内でライブラリ・マネージャのロールを個人に割り当てることができます。ライブラリ・マネージャのロールは、組織のポリ
シーに準拠した評価質問、スキルおよび評価質問リストの一覧表を最新の状態に維持することです。

評価質問は、採用センターの「ライブラリ」タブで使用可能です。このオプションを表示するには、ユーザー・タイプの権限
をユーザーに付与する必要があります。

質問を作成する前に、ライブラリ・マネージャは、評価質問ライブラリにアクセスし、その質問がライブラリにすでに存在する
かどうかを確認します。クイック・フィルタを使用すると、質問、ステータスおよびカテゴリという基準に従って、質問のフィル
タリングと検索を行うことができます。質問には、1つ以上の語句を入力できます。ステータスには、アクティブ、非アクティ
ブ、ドラフトがあります。カテゴリは、評価カテゴリ・ライブラリで使用可能なカテゴリです。クイック・フィルタの基準は個々に
使用することも、複数の基準を一緒に使用することもできます。質問がフィルタリングされた後、列ヘッダーをクリックして、
リストをソートすることもできます。質問が存在しない場合、ライブラリ・マネージャは、新しい質問を作成できます。「評価
質問の作成」を参照してください。

評価質問の作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「評価質問」を選択します。

2. 「作成」をクリックします。

3. フィールドに入力します。「評価質問のプロパティ」を参照してください。

4. 「保存」をクリックします。

評価質問のプロパティ

質問のプロパティ 説明

回答タイプ 回答には、次の4つのタイプがあります。

• 単一: 個人は、選択リストから1つの回答を選択できます。

• 複数: 個人は、選択リストから複数の回答を選択できます。

• テキスト: 個人は、特定の質問に対して、短い回答を入力できます。

• 日付: 個人は、たとえば資格を取得した日付を入力できます。

回答表示 選択した回答タイプに応じて、様々な回答表示が使用可能です。

• 「単一」回答タイプを使用すると、個人は、1つのラジオ・ボタン、またはドロップダウン・リストの1つ
の値を選択して、質問に回答できます。

• 「複数」回答タイプを使用すると、個人は、1つ以上のチェック・ボックス、またはドロップダウン・リス
トの1つ以上の値を選択して、質問に回答できます。

• 「テキスト」回答タイプを使用すると、個人は、フィールドにテキストを入力して、質問に回答でき
ます。回答は、1～9行で入力できます。

• 「日付」回答タイプには、回答表示はありません。

質問 質問を入力するためのスペースが用意されています。質問の文字数は、最大で1000文字です。回
答タイプが「単一」または「複数」の場合、ユーザーは、回答の選択肢を入力することもできます。
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質問のプロパティ 説明

短縮ラベル 質問の短縮ラベルです。短縮ラベルは必須ではありません。ただし、この機能をOracle HCM Cloud
Mobileで使用する場合は定義することをお薦めします。

回答の選択肢 「単一」または「複数」の回答タイプを使用すると、回答の選択肢を入力できます。回答の選択肢
は、最大で10個使用することをお薦めします。

コメントの表示 「はい」を選択すると、テキスト・ボックスが表示され、評価者は、提供する回答の理由を入力できま
す。

ステータス 質問は次のいずれかのステータスとなります。

• ドラフト

• アクティブ

• 非アクティブ

デフォルトでは、質問を作成すると、質問のステータスは「ドラフト」になります。質問が「アクティブ」ス
テータスになった後は、文法上の編集のみを実行できます。

アクティブ化された言語 質問の新規作成時に、「アクティブ化された言語」ドロップダウンから翻訳を作成できます。コンテンツ
の翻訳言語がリストに青色で表示されます。質問を「アクティブ」として保存する前に翻訳を入力す
る必要があります。

カテゴリ 質問を分類するカテゴリです。
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評価スキルの作成

スキル・ベースの評点質問は、評価管理で使用できます。 採用担当者は、簡易評点スケールを使用して候補者のス
キルを評価できます。候補者同士やポジションに必要なスキル・レベルを比較できます。 チャートで表示できるため、結
果のレビューや応答の比較を視覚化できます。

評価スキルは、採用センターの「ライブラリ」タブで使用可能です。このオプションを表示するには、ユーザー・タイプの権限
をユーザーに付与する必要があります。

評価スキル・ライブラリには、評価質問リストに追加できるスキルが用意されています。評価スキル・ライブラリでは、次の
基準に従ってスキルのフィルタリングと検索を実行するクイック・フィルタを使用できます。

• スキルの名前

• スキルのステータス(アクティブ、非アクティブ、下書き、すべて)

• スキルを分類するカテゴリ

クイック・フィルタの基準は個々に使用することも、複数の基準を一緒に使用することもできます。 スキルがフィルタリング
された後、列ヘッダーをクリックして、リストをソートすることもできます。

評価スキルの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「評価スキル」を選択します。

2. 「作成」をクリックします。

3. フィールドに入力します。「評価質問リストのプロパティ」を参照してください。

4. 「保存」をクリックします。

評価スキルのプロパティ

プロパティ 説明

回答タイプ 回答タイプ"スキル評点スケール"がデフォルトで表示されます。これは変更できません。

回答表示 回答は常にラジオ・ボタンとともに表示されます。

スキル スキルの名前。たとえば、Teamworkなどです。

短縮ラベル スキルを識別する短縮名。30文字に制限されています。短縮ラベルは必須ではありません。ただし、
この機能をOracle Tap for Taleoで使用する場合は定義することをお薦めします。

ステータス スキルのステータスは次の3つのいずれかです。

• ドラフト

• アクティブ

• 非アクティブ

スキルの新規作成時は、「下書き」および「アクティブ」のみ選択できます。スキルはアクティブ・ステータ
スで保存する必要があります。そうすると、非アクティブ・ステータスが選択できるようになります。
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プロパティ 説明

アクティブ化された言語 スキルの新規作成時に、「アクティブ化された言語」ドロップダウンから翻訳を作成できます。コンテン
ツの翻訳言語がリストに青色で表示されます。スキルを「アクティブ」として保存する前に翻訳を入力
する必要があります。

カテゴリ カテゴリを使用してスキルを分類できます。これはオプションです。
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評価質問リストの作成

ライブラリ・マネージャが評価質問リストを作成し、このリストに質問およびスキルを追加します。

評価質問リストは、採用センターの「ライブラリ」タブで使用可能です。このオプションを表示するには、ユーザー・タイプの
権限をユーザーに付与する必要があります。

評価質問およびスキルを作成した後、ライブラリ・マネージャは、これらを既存の質問リストに追加したり、新しい質問リス
トを作成することができます。

ライブラリ・マネージャが質問リストを作成するときに、次の3つのタブが表示されます。

• プロパティ: 質問リストの名前、質問リストの短縮ラベル、質問リストの記入方法に関する説明、質問リストで「質
問」タブ、「スキル評点」タブおよび総合推奨を使用できるようにするチェック・ボックス、推奨応答(テキストの応答、ラ
ジオ選択、ラジオ選択とテキストの応答)のフォーマット(「推奨」フィールドが必須の場合)、質問リスト・ステータス、質
問リストで使用可能な言語、質問リストを分類するカテゴリなどがあります。

• 質問: ここでは、質問リストに質問を追加できます。 ライブラリ・マネージャは、評価者が質問リストに入力する際の
必須の質問を定義し、質問への回答に加重値を追加できます。また、質問の削除、質問の順序変更、質問詳細
の表示または非表示を行うこともできます。 

• スキル評点: 質問リストに適用する評点スケールを選択するボタンが表示されます。 評点スケールはシステム管理
者によって作成されます(後述の構成セクションを参照)。 評点スケールを選択した後で、ライブラリ・マネージャは、評
価者が質問リストに入力する際の必須のスキルを定義できます。また、スキルの追加、削除および順序変更を行う
こともできます(評価スキル・ライブラリで定義されている場合)。 スキルが追加されると、ライブラリ・マネージャは各スキ
ルに必要なスキル・レベルを選択します。

評価質問リストの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「評価質問リスト」を選択します。

2. 「作成」をクリックします。

3. 「プロパティ」タブのフィールドに入力します。 「評価質問リストのプロパティ」を参照してください。

4. 「質問」タブで、「追加」をクリックして質問を追加します。

5. 質問ごとに、「必須」チェック・ボックスを選択できます。 「必須」チェック・ボックスを選択すると、その質問の横に青

のアスタリスクが表示されます。 評価者は評価質問リストに入力する際に質問に回答する必要があります。

評価者が必須のコンテンツに入力しないで評価質問リストを提出しようとすると、未回答の必須項目があること

を通知するメッセージが評価者に表示されます。

6. 質問への回答に加重値を追加します。

7. 「スキル」タブで、「評点スケールの選択」をクリックして質問リストに適用するスキル評点を追加します。 評点ス

ケールはシステム管理者によって作成されます。

8. 「追加」をクリックしてスキルを追加します。

9. スキルごとに、「必須」チェック・ボックスを選択できます。 「必須」チェック・ボックスを選択すると、そのスキルの横に

青のアスタリスクが表示されます。評価者は評価質問リストに入力する際にスキルに回答する必要があります。

10. 各スキルに必要なスキル・レベルを選択します。

11. 「保存」をクリックします。
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評価質問リストのプロパティ

質問リストのプロパティ 説明

質問リスト 質問リストの名前

短縮ラベル 質問リストの短縮ラベル。短縮ラベルは必須ではありません。ただし、この機能をOracle HCM Cloud
Mobileで使用する場合は定義することをお薦めします。

インストラクション 質問リストの完了方法に関するインストラクション。たとえば、見込み候補者の評価方法や、使用さ
れる可能性のあるランク付けシステムの説明です。

質問セクションを含める、ス
キル評点セクションを含め
る、総合推奨を含める

質問リストで「質問」タブ、「スキル評点」タブおよび総合推奨を使用できるようにするチェック・ボック
ス。

「総合推奨を含める」チェック・ボックスを選択すると、推奨応答のフォーマットを選択できます。フォー
マットは次のとおりです。

• テキストの応答: 推奨を記入するテキスト・フィールド。

• ラジオ選択: "推奨"または"非推奨"選択入力が評価者に表示されます。

• ラジオ選択とテキストの応答: ラジオ・ボタンとラジオ選択のノートまたは理由をサポートするテキス
ト・フィールドの組合せ。

必須 「必須」チェック・ボックスを選択すると、その「推奨」フィールドの横に青のアスタリスクが表示され、評
価者は推奨を提供する必要があります。

ステータス 質問リストには、次のいずれかのステータスがあります。

• ドラフト

• アクティブ

• 非アクティブ

デフォルトでは、質問リストを作成すると、質問リストのステータスは「下書き」になります。質問リスト
が「アクティブ」ステータスになった後は、文法上の編集のみを実行できます。

アクティブ化された言語 質問リストの新規作成時に、「アクティブ化された言語」ドロップダウンから翻訳を作成できます。コン
テンツの翻訳言語がリストに青色で表示されます。質問リストを「アクティブ」として保存する前に翻訳
を入力する必要があります。

カテゴリ 質問リストを分類するカテゴリです。
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求人テンプレートへの評価質問リストの追加

ライブラリ・マネージャは、求人テンプレートに評価質問リストを追加できます。

求人テンプレートの「インタビュー」タブから、ライブラリ・マネージャは、1つ以上の質問リストを追加できます。

「クイック・フィルタ」パネルを使用すると、ライブラリ・マネージャは、アクティブな質問リストの一覧表を求人テンプレートに
追加する前に、その一覧表をフィルタリングできます。クイック・フィルタ基準は単独で使用することも、複数の基準を使用
して結果リストをさらに絞り込むこともできます。次のフィルタを使用できます。

• 質問リスト: ユーザーは、質問リストのタイトルに含まれる特定の語句を検索できます。

• カテゴリ: ユーザーは、「カテゴリ」フィールドのテキスト・ボックスに特定のカテゴリ名を入力して検索できます。 カテゴリ
は「評価カテゴリ」ライブラリで作成および管理されます。

求人テンプレートに質問リストが追加されると、ライブラリ・マネージャは、そのリストをプレビューし、求人テンプレートに適
しているかどうかを確認できます。求人テンプレートに追加された質問リストは、そのテンプレートを使用して作成される
求人に自動的に添付されます。

求人テンプレートへの評価質問リストの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. 求人テンプレートをオープンします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「追加」をクリックします。

5. クイック・フィルタを使用して、アクティブな質問表のリストをフィルタします。

「質問リスト」フィールドでは、質問リストのタイトルに含まれる特定の語句を検索できます。 「カテゴリ」フィールド

では、「カテゴリ」フィールドのテキスト・ボックスに特定のカテゴリ名を入力して検索できます。 カテゴリは「評価カテ

ゴリ」ライブラリにあります。

6. 1つ以上の質問表を選択します。

7. 「保存」をクリックします。
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求人への評価質問リストの追加

適切な権限を持つ採用担当者は、求人に評価質問リストを追加できます。

求人ファイルの「インタビュー」タブから、採用担当者は、1つ以上の質問リストを追加できます。

「クイック・フィルタ」パネルを使用すると、採用担当者は、アクティブな質問リストの一覧表を求人に追加する前に、その
一覧表をフィルタリングできます。クイック・フィルタ基準は単独で使用することも、複数の基準を使用して結果リストをさ
らに絞り込むこともできます。次のフィルタを使用できます。

• 質問リスト: ユーザーは、質問リストのタイトルに含まれる特定の語句を検索できます。

• カテゴリ: ユーザーは、「カテゴリ」フィールドのテキスト・ボックスに特定のカテゴリ名を入力して検索できます。 カテゴリ
は「評価カテゴリ」ライブラリで作成および管理されます。

求人に質問リストが追加されると、採用担当者は、そのリストをプレビューし、求人に適切であるかどうかを確認できま
す。

評価質問リストには、折りたたむことのできる次のセクションを4つまで含めることができます。

• 質問リスト情報

• 「質問」

• スキル評点

• 推奨

求人への評価質問リストの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 「インタビュー」タブをクリックします。

3. 「リソース」セクションで、「追加」をクリックします。

4. クイック・フィルタを使用して、アクティブな質問表のリストをフィルタします。

「質問リスト」フィールドでは、質問リストのタイトルに含まれる特定の語句を検索できます。 「カテゴリ」フィールド

では、「カテゴリ」フィールドのテキスト・ボックスに特定のカテゴリ名を入力して検索できます。 カテゴリは「評価カテ

ゴリ」ライブラリにあります。

5. 1つ以上の質問表を選択します。

6. 「保存」をクリックします。
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評価者への候補者評価の依頼

適切な権限を持つ採用担当者は、評価質問リストを使用して候補者を評価するように評価者に依頼できます。

採用担当者は、候補者のジョブ応募の「インタビュー」タブから評価フィードバック要求を作成できます。評価を選択し
て「要求の送信」ボタンをクリックすると、採用担当者は、求人およびジョブ応募に添付されたユーザーのリストから評価
者を選択できます。ユーザーに必要な権限がある場合、表示されたデフォルトの有効期限を変更できます。権限がな
いユーザーには、読取り専用の有効期限フィールドが表示されます。有効期限は、「評価管理の運用管理」の失効設
定に基づいて計算されます。5種類の要求メッセージ・テンプレートのいずれかを選択する必要があります。採用担当者
は、候補者ファイルや、送信される質問リスト内の求人ファイルまたはジョブ応募（あるいはその両方）に固有の添付ファ
イル、評価を行う個人の重要な情報を含めることもできます。

評価質問リストの完了要求は、Eメールで評価者に送信されます。Eメール内のリンクにアクセスすると、評価者
は、HTML形式の質問リストに誘導され、ここでフィードバック応答を入力することになります。質問リストには、添付ファイ
ルへのリンクが含まれています。評価者は、フィードバックの完了後、「提出」ボタンをクリックします。フィードバックを提出
すると、Eメール内のリンクは無効になり、評価者は質問リストに戻れなくなります。

採用担当者が評価質問リストに自分で入力することもできます。採用担当者が評価質問リストに自分で入力するに
は、候補者のジョブ応募の「リソース」セクションで「完了」ボタンをクリックします。「インタビュー」タブ内で選択された質問
リストの空のコピーがシステムに表示され、採用担当者は、それに入力できます。 

要求が評価者に送信されると、候補者の提出の「インタビューと評価の要求」セクションおよび求人の「インタビュー」タブ
は、新しい要求を反映するために更新されます。失効していない評価要求のすべてがこのリストに表示されます。採用
担当者は、評価要求を選択して「再送信」ボタンをクリックすると、要求を再送信できます。要求を取り消すには、要求
を選択して「取消」ボタンをクリックします。

評価者への評価フィードバック要求の送信

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「参加者」セクションで「追加」をクリックして、評価質問リストに入力する評価者を選択します。 次の2つのオプ

ションがあります。

• 名、姓およびEメール・アドレスを入力して、外部評価者を追加できます。

• システム・データベースに入力された評価者を選択できます。内部評価者リストには、先頭の100ユーザーの

みが表示されます。 表示されていないユーザーを探すには、クイック・フィルタを使用します。 クイック・フィルタ

を適用後に検出されたユーザー数が100を超える場合も、リストには先頭から100ユーザーのみが表示されま

す。

5. 「求人に添付されている質問リスト」セクションで、評価質問リストを選択します。

6. 「要求の送信」をクリックします。

7. 質問リストの受信者のタイム・ゾーンを選択します。

デフォルトでは、システムにはユーザーの希望するタイム・ゾーンが表示されます（ユーザーの希望するタイム・ゾー

ンは、「リソース」 > 「自分の設定」 > 「プリファレンス」 > 「タイム・ゾーン」で定義されます）。 ユーザーの希望する

タイム・ゾーンが定義されていない場合、システムには、システム管理者が「評価管理の運用管理」メニューで設

定したタイム・ゾーンが表示されます。
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8. 質問リストの受信者のメッセージ言語を選択します。

9. ユーザーに必要な権限がある場合、表示されたデフォルトの有効期限を変更できます。

10. 評価の実行を依頼するために評価者に送信されるメッセージのテンプレートを選択します。

11. 「ファイル共有」セクションで、評価者と共有する候補者ファイル、求人ファイルまたは提出に固有の添付（あるい

はそのすべて）を選択します。

12. 「送信」をクリックして、フィードバック要求を評価者に送信します。

候補者自身の評価

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「求人に添付されている質問リスト」セクションで、評価質問リストを選択します。

5. 「完了」をクリックします。

6. 質問リストに表示された質問およびスキル評点に回答します。

7. 「保存」をクリックして質問リストを提出します。
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完了した評価質問リストの表示

適切な権限を持つ採用担当者は、求人または候補者のジョブ応募にアクセスし、評価者が提供したフィードバックを表
示できます。

評価者が評価を完了すると、「インタビュー」タブの求人および候補者のジョブ応募で完了した質問リストをレビューでき
ます。「完了したインタビューと評価」セクションで、採用担当者は完了したすべての評価をリストで表示できます。このリ
ストには、完了日時、候補者名(求人レベルでのみ適用)、イベント・タイプ(インタビューまたはフィードバック: インタビュー
に関連付けられた評価にはインタビューのタイトル(例: "インタビュー - John Smith電話によるスクリーニング")も表示さ
れます)、評価タイトル、質問リストに入力した個人名と質問およびスキルのスコアが表示されます。採用担当者は、質
問リストを選択し、「結果の表示」をクリックして、質問リストの結果を表示できます。

採用担当者は完了した質問リストを表示するときに、このリストの様々なビューを切り替えることができます。ビューには
次のようなものがあります。

• 文書: 質問と選択した回答の横にチェックマークが付いているスキルの評点が表示されます。

• 詳細: 質問に対する評価者の回答とスキル評点が横棒グラフで表示されます。 複数の評価者が同じ評価を入力
した場合、その回答もグラフに表示されます。 各評点に設定された必要なスキル・レベルも表示されます。

• 要約: 質問とスキル評点が、すべての評価者の回答の平均を示すグラフとともに表示されます。 各評点に設定され
た必要なスキル・レベルも表示されます。 すべての評価者の回答が含まれていない棒の横にはアスタリスクが表示さ
れます。

• 質問とスキル評点の平均的なスコアは、「応答表示」ドロップダウン・メニューの横のページ上部にも表示されます。

イメージ: 文書ビュー - スキル評点

イメージ: 詳細ビュー - スキル評点

イメージ: 要約ビュー - スキル評点
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採用担当者は、不適切な内容を含むとみなされた質問リストを削除し、評価者が準拠フォーマットで質問リストを完了
できるようにすることもできます。

完了した評価質問リストの結果の表示

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人で、「インタビュー」タブに移動するか、求人に応募した候補者をクリックして「インタビュー」タブに移動しま

す。

3. 「完了したインタビューと評価」セクションで、評価質問リストを選択します。

4. 「結果の表示」をクリックします。
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インタビューの作成

採用担当者は、インタビューと内部参加者(評価のサポートや添付とファイルの共有など)を調整できます。

採用担当者がジョブ応募レベルのインタビューを作成するには、「インタビュー」タブの「インタビューの作成」ボタンをクリック
します。また、「インタビューの調整…」というアクションによってコンテキスト依存のアクション・メニュー を使用してインタ

ビューを作成することもできます。

採用担当者はインタビューを作成するときに、パネル、単一の1対1のインタビューまたは一連の1対1のインタビューを作
成できます。インタビュー・プロパティ(参加者、日付、時間とタイム・ゾーン、場所、必要な評価質問リストなど)を指定で
きます。Active Directory統合が構成されている場合、採用担当者はActive Directoryリストから参加者やリソースを
指定することもできます。

 

 

参加者を選択した後で、採用担当者は「予定の確認」ボタンをクリックして参加者のカレンダを表示できます。デフォルト
では、予定なし/予定ありビューアに、評価管理でスケジュールされたインタビューが表示されます。インタビューにマウス・
カーソルを置くと、ツールチップにインタビュー・タイトルが表示されます。統合が構成されている場合、参加者のMicrosoft
Exchange Serverのカレンダ・ステータス(予定あり、外出中、暫定など)が表示されます。予定なし/予定ありビューアに
他の日付を表示するには、採用担当者は矢印を使用して前日および翌日を表示するか、カレンダ・セレクタを使用して
特定の日付に移動します。カレンダ・セレクタで日付を選択した後は、「予定の確認」ボタンをクリックして、予定なし/予
定ありビューアをリフレッシュする必要があります。

例: Microsoft Exchange Server/Active Directory統合なしの予定なし/予定ありビューア
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例: Microsoft Exchange Server/Active Directory統合ありの予定なし/予定ありビューア
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「参加者へのノート」フィールドを使用して、招待の受入/辞退ページおよびメッセージ・テンプレートで参加者に表示され
るインタビュー固有の情報を追加できます。

候補者ファイル、求人ファイル、ジョブ応募に添付されたファイル(履歴書や照会先など)を参加者と共有できます。共有
できるのは、候補者が表示可能なファイルのみであることに注意してください。

インタビューの参加者は、インタビューに参加するための招待を受信します。この招待には、受入、辞退または再スケ
ジュールを要求できるページに参加者が直接アクセスできるリンクが記載されています。参加者は応答の一環として採
用担当者にノートを提供することもできます。採用担当者は、インタビューに対する参加者の応答を含むEメール通知を
受信します。

インタビューを受け入れた参加者には確認Eメールが届きます。確認Eメールには、参加者のOutlookカレンダに追加でき
るインタビューの.icsファイルが添付され、要求されたすべての評価へのリンクが記載されています。また、添付の.icsファイ
ルには、インタビューの詳細、および関連付けられたすべての評価へのリンクが含まれます。

1対1のインタビューの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 左側のパネルで、この求人に応募した候補者をクリックします。

3. 特定の候補者のコンテキスト依存メニュー・アイコン をクリックして、「インタビューの調整…」を選択します。

4. 「インタビューと評価の要求」セクションで、「インタビューの作成」をクリックします。

5. 「1対1のインタビュー」オプションを選択します。

6. 候補者に対してスケジュールするインタビューの数を指定します。

7. 「作成」をクリックします。

同じ日付と場所のインタビューを複数作成する場合は、「次」をクリックすると時間とステップを複数保存できま

す。 情報を入力すると、この同じ情報がすべてのインタビューに適用されます。一度に最大10個の1対1のインタ

ビューを作成できます。

8. 「インタビュー・プロパティ」セクションで、参加者、日付、時間とタイム・ゾーン、場所などのエレメントを定義しま

す。

Active Directory統合が構成されている場合は、Active Directoryリストからリソースを指定できます。

9. 「予定の確認」ボタンをクリックして参加者のカレンダを表示します。 デフォルトでは、予定なし/予定ありビューア

に、評価管理でスケジュールされたインタビューが表示されます。

統合が構成されている場合、参加者のMicrosoft Exchange Serverのカレンダ・ステータス(予定あり、外出中、

暫定など)が表示されます。 予定なし/予定ありビューアに他の日付を表示するには、矢印を使用して前日およ

び翌日を表示するか、カレンダ・セレクタを使用して特定の日付に移動します。 カレンダ・セレクタで日付を選択

した後は、「予定の確認」ボタンをクリックして、予定なし/予定ありビューアをリフレッシュする必要があります。

10. コミュニケーション言語を選択します。コミュニケーション言語により、参加者の受入/辞退ページ、通知メッセージ

およびリマインダ・メッセージでユーザーに表示される言語が決まります。

11. 「参加者へのノート」フィールドを使用して、参加者に表示されるインタビュー固有の情報を追加します。 「参加

者へのノート」フィールドは、メッセージ・テンプレート、.ics添付ファイルおよび参加者の受入/辞退ページで使用

できます。

12. 「ファイル共有」セクションで、参加者に送信するファイルを選択します。 候補者ファイル、求人ファイルおよび提出

に固有の添付(候補者の履歴書など)を選択できます。 すべての共有ファイルは、インタビューの参加者全員(シ



285 · Recruiting User Guide

ステム・データベースに存在しない社外ユーザーでも)が受入/辞退ページおよび関連付けられたすべての評価で

表示できます。

共有できるのは、候補者が表示可能なファイルのみであることに注意してください。

13. 「保存してクローズ」をクリックします。

参加者が複数名のインタビューの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 左側のパネルで、この求人に応募した候補者をクリックします。

3. 特定の候補者のコンテキスト依存メニュー・アイコン をクリックして、「インタビューの調整…」を選択します。

4. 「インタビューと評価の要求」セクションで、「インタビューの作成」をクリックします。

5. 「パネル」インタビュー・オプションを選択します。

6. インタビューに招待する参加者の数を指定します。パネル・インタビューには2から10人の参加者を含めることがで

きます。

7. 「作成」をクリックします。

8. 「インタビュー・プロパティ」セクションで、参加者、日付、時間とタイム・ゾーン、場所などのエレメントを定義しま

す。

Active Directory統合が構成されている場合は、Active Directoryリストからリソースを指定できます。

9. 「予定の確認」ボタンをクリックして参加者のカレンダを表示します。 デフォルトでは、予定なし/予定ありビューア

に、評価管理でスケジュールされたインタビューが表示されます。

統合が構成されている場合、参加者のMicrosoft Exchange Serverのカレンダ・ステータス(予定あり、外出中、

暫定など)が表示されます。 予定なし/予定ありビューアに他の日付を表示するには、矢印を使用して前日およ

び翌日を表示するか、カレンダ・セレクタを使用して特定の日付に移動します。

10. コミュニケーション言語を選択します。 コミュニケーション言語により、参加者の受入/辞退ページ、通知メッセージ

およびリマインダ・メッセージでユーザーに表示される言語が決まります。

11. 「参加者へのノート」フィールドを使用して、参加者に表示されるインタビュー固有の情報を追加します。 「参加

者へのノート」フィールドは、メッセージ・テンプレート、.ics添付ファイルおよび参加者の受入/辞退ページで使用

できます。

12. 「ファイル共有」セクションで、参加者に送信するファイルを選択します。 候補者ファイル、求人ファイルおよび提出

に固有の添付(候補者の履歴書など)を選択できます。 すべての共有ファイルは、インタビューの参加者全員(シ

ステム・データベースに存在しない社外ユーザーでも)が受入/辞退ページおよび関連付けられたすべての評価で

表示できます。

共有できるのは、候補者が表示可能なファイルのみであることに注意してください。

13. 「保存してクローズ」をクリックします。
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インタビューと評価の詳細の表示

採用担当者は、求人ファイルおよび候補者のジョブ応募でインタビューと評価に関する情報を表示できます。 候補者の
ジョブ応募には、求人で説明した同じセクションとリストが含まれます。

求人ファイルの「インタビュー」タブには、求人の候補者全員のインタビューと評価の要求に関する情報が含まれます。

「インタビューと評価の要求」セクションには、該当する求人に関するアクティブなインタビューと評価の要求すべてのリス
ト・ビューが表示されます。イベントの日付、イベントのタイプ、候補者と参加者の名前およびイベントのステータスが表
示されます。インタビューのステータスは、「受諾済」、「辞退済」、「暫定」、「再スケジュール要求済」になります。評価に
は、「要求済」ステータスのみが表示されます。「警告」アイコンは、1人以上の参加者が辞退または再スケジュールを要
求したことを示します。採用担当者は、求人から直接インタビューの詳細を表示したり、そのプロパティを変更することが
できます。

 

 

「完了したインタビューと評価」セクションには、完了した評価質問リストとインタビューのリスト・ビューが表示されます。採
用担当者がインタビューのすべての詳細または評価質問リストを表示するには、「結果の表示」ボタンまたは「詳細の表
示」ボタンをクリックします。インタビューの日付/時間が経過すると、「完了したインタビュー」リストにそのインタビューが表
示されます。取消または辞退されたインタビューはこのリストには表示されません。
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採用担当者は「リソース」セクションで、評価およびインタビューで使用する求人に添付された質問リストをプレビューした
り、追加および削除することができます。同様に参加者の追加および削除もできます。
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インタビューの詳細の表示

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。求人の「インタビュー」タブでインタビューの詳細を表示することもできま

す。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「インタビューと評価の要求」セクションで、インタビューを選択します。

5. 「詳細の表示」をクリックします。

完了したインタビューの詳細の表示

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。求人の「インタビュー」タブでインタビューの詳細を表示することもできま

す。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「完了したインタビューと評価」セクションで、インタビューを選択します。

5. 「詳細の表示」をクリックします。
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インタビューへの招待への応答

インタビューへの招待に応答する場合、インタビュー参加者はいくつかのタスクを実行します。

インタビュー参加者は、自分の予定を入力できるページに直接アクセスできるリンクが記載された招待のEメールを受信
します。「受入」、「辞退」、「再スケジュール要求」の3つの応答が可能です。参加者は「コメント」フィールドを使用して、
インタビュー・コーディネータに追加詳細を提供できます。たとえば、都合のよいインタビュー日/時間や、インタビューに含
める/招待する他の参加者についてなどです。インタビュー参加者が応答を入力するまでは、採用センターでインタビュー
詳細を表示したときにそのステータスは「暫定」となります。

 

 

参加者がインタビューへの招待を受け入れると、次の情報が含まれた確認Eメールが届きます。

• 自分のカレンダに追加できるインタビューの.ics添付ファイル

• 受入/辞退ページへのリンク(予定の変更が必要になった場合)

• 関連付けられたすべての評価へのリンク
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インタビューへの招待への応答

ステップ

1. 受信した招待のEメールをオープンします。

2. Eメールに記載されているリンクをクリックします。

3. 予定を入力します。「受入」、「辞退」、「再スケジュール要求」から選択します。

4. 「コメント」フィールドで、インタビュー・コーディネータに追加詳細を提供できます。たとえば、都合のよいインタ

ビュー日/時間や、インタビューに含める/招待する他の参加者についてなどです。

5. 「提出」をクリックします。

結果

インタビューへの招待を受け入れると、次の情報が含まれた確認Eメールが届きます。

• 自分のカレンダに追加できるインタビューの.ics添付ファイル

• 受入/辞退ページへのリンク(予定の変更が必要になった場合)

• 関連付けられたすべての評価へのリンク
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失効済評価要求の管理

採用担当者は、失効済評価要求を参加者に再送信できます。

「失効済評価要求」セクションは、求人および候補者の提出の「インタビュー」タブにあります。このセクションには、スタン
ドアロンの、インタビュー関連の失効済評価要求すべての詳細が表示されます。適切な権限を持つユーザーは要求を
更新することができ、評価に入力するためのリンクを評価者に送信します。

 

 

「失効済評価要求」リストには、有効期限、イベント・タイプ、質問リストのタイトル、参加者名およびステータスが表示さ
れます。デフォルトでは、リストは有効期限でソートされ、最新の失効済評価が一番上に表示されています。

失効済要求のみを更新できます。質問リストを選択して「要求の更新」ボタンをクリックすると、ポップアップ・ウィンドウが
表示されます。採用担当者は、このウィンドウで評価要求メッセージ・テンプレートを選択できます。 次の5種類のメッ
セージ・テンプレートから選択できます。

• 一般

• イニシャル

• フォロー・アップ

• 最終

• プレスクリーニング

失効済評価が再送信されると、そのステータスは「更新済」に設定され、新規有効期限を反映するために有効期限が
更新されます。新規有効期限は、次のように計算されます。要求日+評価失効設定(「構成」 > 「評価管理の運用管
理」 > [一般構成]評価失効)。評価は入力されるまでリストに表示されたままです。

参加者は、すでに失効した評価に入力するためのリンクが記載されたEメール・メッセージを受信します。評価への元の
リンクがスタンドアロンかインタビューに関連付けられているかにかかわらず、失効済要求が更新されるとリンクも機能しま
す。参加者が質問リストに入力すると、その要求は「失効済評価要求」リストに表示されなくなります。入力済の評価
は「完了した評価質問リスト」リストに表示され、レビューできます。参加者が質問リストに入力しない場合、有効期限
を経過すると要求は失効し、ステータスが「失効済」に更新されます。採用担当者は必要に応じて、再度この要求を更
新できます。 

失効済評価要求の更新

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人で、「インタビュー」タブに移動するか、求人に応募した候補者をクリックして「インタビュー」タブに移動しま

す。

3. 「失効済評価要求」セクションで、「要求の更新」をクリックします。
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4. メッセージ・テンプレートを選択します。

5. 「保存」をクリックします。

結果

評価者は、すでに失効した評価に入力するためのリンクが記載されたEメールを受信します。失効済評価が再送信
されると、そのステータスは「更新済」に設定され、新規有効期限を反映するために有効期限が更新されます。
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評価管理 - その他のアクション

評価質問の複製

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「評価質問」を選択します。

2. 希望する評価質問の横にある「複製」をクリックします。

3. フィールドに入力します。「評価質問のプロパティ」を参照してください。

4. 「保存」をクリックします。

評価質問リストの複製

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「評価質問リスト」を選択します。

2. 希望する評価質問リストの横にある「複製」をクリックします。

3. フィールドに入力します。「評価質問リストのプロパティ」を参照してください。

4. 「保存」をクリックするか、「保存してプレビュー」をクリックして質問リストが評価者にどのように表示されるかを確認

します。

求人テンプレート内での評価質問リストのプレビュー

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. 求人テンプレートをオープンします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 評価質問リストを選択します。

5. 「プレビュー」をクリックします。

求人内での評価質問リストのプレビュー

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。
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2. 「インタビュー」タブをクリックします。

3. 「リソース」セクションで、評価質問リストを選択します。

4. 「プレビュー」をクリックします。

候補者の提出内での評価質問リストのプレビュー

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「求人に添付されている質問リスト」セクションで、評価質問リストを選択します。

5. 「プレビュー」をクリックすると、質問リストが表示されます。

6. 「完了」をクリックすると、候補者の提出に戻ります。

求人テンプレートからの評価質問リストの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. 求人テンプレートをオープンします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 評価質問リストを選択します。

5. 「削除」をクリックします。

求人からの評価質問リストの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 「インタビュー」タブをクリックします。

3. 「リソース」セクションで、評価質問リストを選択します。

4. 「削除」をクリックします。

求人からの完了した評価質問リストの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 「インタビュー」タブをクリックします。

3. 「完了した評価質問リスト」セクションで、評価質問リストを選択します。

4. 「削除」をクリックします。

候補者の提出からの完了した評価質問リストの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「完了した評価質問リスト」セクションで、評価質問リストを選択します。

5. 「削除」をクリックします。

評価要求の再送信

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「インタビューと評価の要求」セクションで、評価質問リストを選択します。

5. 「再送信」をクリックします。

求人からの評価要求の取消

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 「インタビュー」タブをクリックします。

3. 「インタビューと評価の要求」セクションで、評価質問リストを選択します。

4. 「取消」をクリックします。

候補者の提出からの評価要求の取消

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「インタビューと評価の要求」セクションで、評価質問リストを選択します。

5. 「取消」をクリックします。

求人からのインタビューの取消

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 「インタビュー」タブをクリックします。

3. 「インタビューと評価の要求」セクションで、インタビューを選択します。

4. 「取消」をクリックします。

候補者の提出からのインタビューの取消

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人リストで求人をクリックします。

2. 求人に応募した候補者をクリックします。

3. 「インタビュー」タブをクリックします。

4. 「インタビューと評価の要求」セクションで、インタビューを選択します。

5. 「取消」をクリックします。

完了した評価質問リストおよび平均スコアを表示する列の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「質問リストの平均スコア」列と「完了した質問リスト」列は、システム管理者が定義しておく必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで をクリックします。

2. 個人用書式を選択し、 をクリックします。

3. 「質問リストの平均スコア」列または「完了した質問リスト」列（あるいはその両方）を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

結果

リスト形式の場合、列の名前は、「質問リスト平均スコア」と「完了済質問リスト」です。
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単一のページ・フォーマットで表示される評価質問リスト

評価質問リストのプレビュー、表示、完了のいずれを行うかにかかわらず、情報は一貫性のある単一のページ・レイアウト
を使用して表示されます。

採用センターのユーザーが、評価質問リスト・ライブラリ、求人テンプレート、求人、ジョブ応募内のいずれから評価質問
リストをプレビューしても、プレビュー・モードの質問リストは、評価者のビューと一貫性があります。次のエレメントは、編集
不可フォーマットで表示されます。

• 質問リストのタイトル

• 候補者フィールド（空のフィールドとして表示されます）

• 求人フィールド（空のフィールドとして表示されます）

• 評価者フィールド（空のフィールドとして表示されます）

• 共有ファイル・ラベル（空のフィールドとして表示されます）

• 共有文書ラベル（空のフィールドとして表示されます）

• インストラクション

• 質問(すべての選択項目が空白のままです): 構成可能なオプション

• スキル評点(すべての選択項目が空白のままです): 構成可能なオプション

• 推奨フィールド(空のテキスト入力フィールドとして表示されます): 構成可能なオプション

採用センターのユーザーが求人の「インタビュー」タブから直接評価質問リストを完了するときは、次のエレメントが表示さ
れます。

• 質問リストのタイトル

• インストラクション

• 質問（応答の入力および保存が可能）

• スキル評点(すべての選択項目が空白のままです): 構成可能なオプション

• 推奨フィールド(空のテキスト入力フィールドとして表示されます): 構成可能なオプション

評価質問リストにアクセスして完了するために、評価者がフィードバック要求Eメールまたはインタビューの確認Eメール内
のリンクをクリックすると、次のエレメントが表示されます。

• 質問リストのタイトル

• 候補者フィールド（候補者名が表示されます）

• 求人フィールド（求人タイトルが表示されます）

• 評価者フィールド（評価者の名前が表示されます）

• 共有ファイル・ラベル（候補者ファイルおよび求人ファイルへのリンクが表示されます）

• 共有文書ラベル（共有文書へのリンクが表示されます）

• インストラクション

• 質問（応答の入力および保存が可能）

• スキル評点(すべての選択項目が空白のままです): 構成可能なオプション

• 推奨フィールド(空のテキスト入力フィールドとして表示されます): 構成可能なオプション

採用センターのユーザーが完了済の質問リストを求人の「インタビュー」タブから表示すると、次のエレメントが編集不可
フォーマットで表示されます。

• 質問リストのタイトル

• インストラクション

• 質問（選択した回答が表示されます）

• 回答の加重とスコアリング
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候補者の採用

候補者の採用

前提条件

候補者がステップの完了ステータスになっている必要があります。

候補者選考ワークフローに「採用」ステップを含める必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで「バイパス」を選択します。

3. 「新規ステップ」フィールドで、「採用」を選択します。

4. 必須フィールドに入力します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

候補者選考ワークフローのすべてのステップを通過しなくても、候補者は採用されます。候補者のステータスは「採用
済」になります。

求人の最終ポジションが確定すると、その求人は自動的に会社のキャリア・セクションおよびイントラネットから掲載解
除され、求人リストにも表示されなくなります。また、残りの候補者のステップは「不採用済」に変更されます。

同じ求人に対する複数回の候補者採用

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

このアクションは、一度に1人の候補者および時給制による社員の求人（選考プロセスを再開できる唯一の求人タイ
プ）のみに対して実行できます。

このアクションは、候補者のステータスが「不採用済」、「辞退済」、「オファー」、「採用済」の場合に実行できます。

応募に削除フラグが付けられている場合、およびオファー管理ステップ（アクティブまたは非アクティブなステップ）がワー
クフローの一部になっている場合には、採用マネージャが制限付きのステップにアクセスすることになるアクションは実行
できません。

求人がアクティブである必要があります（確定または取消はできません）。

応募またはプロファイルに対して不適格な候補者は対象にできません。

ステップ

1. 「候補者」リストで、候補者ファイルを選択します。

2. 「他のアクション」リストで「選考プロセスのリセット」を選択します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

候補者は選考プロセスに戻り、再採用できるようになります。



候補者の採用とオンボーディング · 300

候補者採用の完了の記録

ステップ

1. 「候補者」ファイルの「他のアクション」リストで、「移動...」を選択します。

2. 「移動」ウィンドウで、「採用」ステップと「採用済」ステータスを選択します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

候補者リストに「採用済」ステータスが表示されている場合、候補者の選考プロセスが完了し、採用準備ができてい
ることを示します。

次ステップ

オンボーディング・プロセスの開始

候補者の採用の取消

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステータスが「確定」になっている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルの「他のアクション」リストで、「求人の再オープン」を選択します。

2. 「候補者の採用の取消」を選択します。

3. 「完了」をクリックします。

結果

対象の求人で以前に採用された候補者は採用されません。
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派遣雇用者の採用

派遣雇用者の採用

派遣雇用者の採用は、有資格就業者の提出を専門とする第三者の人材紹介会社から、必要に応じて期間を限定
して雇用するときに使用します。派遣雇用者の採用には、パートタイム、一時勤務、下請けを含めることができます。

派遣雇用者の採用ソリューションの目的は、一般的な派遣プロセスの最初のソーシング部分をサポートすることです。こ
の部分では、特殊な求人が作成され、候補者を紹介するための招待が実行されます。エージェントによって提出された
候補者が期限付きで選択されると、通常はタイム・シートと請求プロセスが発生しますが、これらは採用センターでは実
行されません。

派遣雇用者の採用機能の購入後、Oracleサポートによるその機能のアクティブ化が必要になります。機能がアクティブ
化され、システム管理者によって構成されると、ユーザーは派遣就業者の獲得を開始できます。ユーザーは、求人を作
成するときに、求人タイプとして「派遣」を選択できます。この求人タイプは、派遣雇用者の採用向けに設計された候補
者選考ワークフロー、「派遣雇用者の条件」セクション、人材紹介会社ポータルを使用して候補者を提出するためのサ
プライヤの招待、勤務可能性の確認、候補者を提出する他のエージェントに関連付けられたルールとは異なる特定の
候補者所有権ルールなどの派遣機能を提供します。候補者が採用されても、システムはタイムシートや請求などの追
加サポートは行いません。このようなシステムにデータを供給するために、採用時に就業者情報、請求料金およびサプラ
イヤ（エージェント）の統合を実行できます。

派遣雇用者の採用プロセスの概要

派遣就業者を雇用するために採用担当者が実行する基本的なステップは次のとおりです。

1. 派遣求人の作成

2. 派遣求人の掲載

3. 紹介された候補者の提出の表示

派遣求人の作成

採用担当者は、求人を作成するとき、求人タイプとして「派遣」を選択する必要があります。理由は、このタイプには、
派遣雇用者の採用向けに設計された候補者選考ワークフロー（プレスクリーニング、面接または経歴チェックが少ない）
などの特別な機能や、次のような固有のフィールドがあるためです。

• ターゲット開始日: 就業者がジョブを開始する日付。

• ターゲット終了日: 就業者がジョブでの委任を完了する日付。

• 開始時間: ジョブの開始時間。デフォルト値はオファー開始日設定に基づいて設定されます。 開始時間は変更可
能であり、ユーザーの現在のタイム・ゾーンに基づいて保存され、表示されるときにユーザーの現在のタイム・ゾーンに
変換されます。

• 終了時間: 毎日のジョブの終了時間。ユーザーの現在のタイム・ゾーンに基づいて設定されます。

• 時給の上限: 現在の求人で許可される時給の上限。

• 要求された時給: 何を提出する必要があるかをエージェントに通知するために使用される要求時給。

• 経費見積: 費用合計の見積を算出するために加算できる経費。

• 労務費見積: 人材紹介会社に支払われる時給、1日当たりの見積時間数および見積日数を乗算した数値。 こ
れは、1日当たりの固定時間数と週ごとの固定日数に基づく見積にすぎません。

• 労務費と経費の見積: 労務費見積に経費を加算した見積費用合計（経費が払戻し可能な場合）。

• 払戻可能経費: 「計算」ボタンのクリック時または求人の保存時に、「労務費と経費の見積」フィールドに経費を含
めるかどうかを決定するために使用するチェック・ボックス・フィールド。
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求人の「派遣雇用者の条件」セクションで、「計算」ボタンを使用できます。「計算」ボタンを押すと、「労務費見積」
フィールドと「労務費と経費の見積」フィールドの値が計算されます。これは、開始日と終了日に基づいて就業者が雇用
される日数(週当たりの日数(「計算ツール(デフォルト: 日次)」設定を使用)と、1日当たりの時間数(「計算ツール(デフォ
ルト: 時間)」設定を使用)の乗算値に基づいて算出されます。「払戻可能経費」フィールドが選択されている場合は、こ
の時間数が"労務費見積"の「要求された時給」によって乗算され、この経費が"労務費と経費の見積"フィールドに加
算されます。

詳細は、「求人の作成」を参照してください。

派遣求人の掲載

求人は、完成して承認された後、掲載できます。

派遣求人の唯一の送信先は人材紹介会社です。派遣求人の「掲載とソーシング」タブで、採用担当者は人材紹介
会社のみを選択できます（他のすべてのオプションは表示されません）。キャリア・セクションに直接掲載して候補者からの
応募を受けることはできません。ソーシング・プロセス全体が、候補者を提出するエージェントに依存します。

派遣求人では、招待プロセスにわずかな違いがあります。招待は、エージェント・レベルではなく人材紹介会社レベルで
行われます（他のすべてのスタッフィング・タイプでは、各エージェントが個別に招待されます）。招待は、組織-場所-ジョ
ブ・フィールド（OLF）に基づいて、選択された派遣人材紹介会社に関連付けのあるすべての照合されたエージェントに
送信されます。

掲載プロセスが完了すると、選択されたエージェントが候補者を紹介するための招待を受信します。エージェントは、人
材紹介会社ポータルにアクセスして候補者を提出します。

詳細は、「候補者を紹介するためのエージェントの招待」を参照してください。

派遣求人を掲載するとき、ユーザーは、非派遣エージェントに対して掲載できます。このとき、派遣エージェント
に対して「MWBE」フィールドは表示されません。ユーザーは、派遣という単語と、人材紹介会社名に不足して
いるフィールドの情報を入力する必要があります。

紹介された候補者の提出の表示

候補者が提出された後、採用担当者は、候補者の提出をレビューできます。

提出された候補者を識別するには、候補者リストの人材紹介会社アイコン を使用します。 採用担当者は、候補

者ファイルの「提出」タブで、サプライヤによって提出された料金、就業者タイプおよび消費税の有無に関する情報を確
認できます。 その後、採用担当者は、ワークフロー構成に従って、候補者を選考ワークフロー内で移動できます。 シス
テム管理者によってアクティブ化されている場合は、事前定義されたステータスに達したときに確認Eメールがエージェント
に送信されます。

派遣就業者の場合、候補者提出レベルで所有権が存在する場合があります。一般的な所有権が失効した
後、別のエージェントが同じ候補者を新しい求人に対して再度提出する可能性があります。ただし、採用セン
ターで候補者または提出ファイル内のエージェントを手動で変更すると、紹介元エージェントがすべての場所で
変更され、同じ候補者を提出した他のエージェントの既存の求人に影響します。別のエージェントでアクティブ
な求人が1件以上ある候補者のエージェントを変更しないでください。

.
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派遣雇用者の採用 - 他のアクション

派遣求人の編集

派遣求人の編集は、標準的な権限とフィールドのセキュリティに基づいて実行されます。

要求された時給は、時給の上限を超えると保存できません。このため、時給の上限を変更する許可を一部のユーザー・
タイプのみに与えることをお薦めします。 

一部の派遣フィールドは、求人掲載後は変更できません。

• 経費見積

• 労務費見積

• 労務費と経費の見積

• 払戻可能経費

• 要求された時給

派遣求人の複製

派遣求人を複製する際、特定のフィールドは複製されません。

求人ファイルのセクション 複製されないフィールド

ロジスティクス - プロファイル - 派遣求人 ターゲット開始日

ロジスティクス - プロファイル - 派遣求人 ターゲット終了日

ロジスティクス - プロファイル - 派遣求人 開始時間

ロジスティクス - プロファイル - 派遣求人 終了時間

求人の複製の詳細は、「求人の複製」を参照してください。

派遣フィールドの登録

候補者ファイルを作成するとき、候補者作成フローに配置される派遣フィールドを登録できます。 派遣フィールドは提出
固有フィールドであるため、ジョブを特定した登録フローへの構成のみで使用できます。

派遣固有の候補者フィールドは提出ごとに固有であるため、提出ファイル内でのみ表示可能であり、変更可能です。
詳細は、「派遣で使用される候補者フィールド」を参照してください。

派遣雇用者の採用 - 標準的な動作に対する例外

派遣雇用者の採用で使用する場合の、特定の機能の動作に関する重要情報。

機能 例外

ソーシングと掲載 派遣求人では、ソーシングはエージェントに送信された招待経由のみで実現します。

キャリア・セクションへの直接掲載はありません。派遣雇用者の採用プロセスが就業者

とエージェントとの関連付けに依存するため、このような関連付けは派遣を適切にサ
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機能 例外

ポートするために常に要求されます。エージェントを招待するには、エージェントを人材

紹介会社ポータルに関連付ける必要があります。

候補者の照合 候補者の照合は可能ですが、派遣雇用以外の候補者と派遣求人を照合すると、

エージェントが関連付けられていない就業者が発生します。ほぼ例外であると思われる

この状況は、候補者を照合した後、エージェントを追加することで修正できます。

派遣就業者と非派遣求人の照合も可能ですが、候補者ファイルにEメールが含まれ

ている場合は、連絡事項（ファイルの完成やエージェントによる入力値の上書きを行う

ための招待など）が候補者に直接送信されることで、候補者を驚かせる可能性があり

ます。候補者を驚かせることを避けるために、この照合は慎重に検討する必要がありま

す。さらに、エージェントと事前に話し合っていない場合は、エージェントをバイパスしよう

としていると思われることがあります。

ポジションの数 派遣求人では、開始日と終了日はその求人の中で管理されます。このため、1件の求

人に含まれるすべてのポジションの時給の限度、開始日および終了日は常に同じにな

ります。異なる限度が必要な場合は、複数の求人を作成する必要があります。

履歴書分析 人材紹介会社ポータルの中で履歴書分析を使用できます。 

これは、Eメールによる添付の送信でも使用できます。ただし、Eメールを送信す

るエージェントが一般プロファイル・フローを持たないポータルに関連付けられてい

る場合、システムは添付を分析できません。これは、Eメール・ベースのすべての

分析がプロファイル・ベースで行われ、特定のジョブに対する分析ではないためで

す。このため、プロファイル・フローを持たないポータルに関連付けられたエージェント

がzonename@resumeparsing.taleo.netアドレスに履歴書を送信した場合に、Eメー

ル分析はサポートされないことをエージェントに通知する標準メッセージ・テンプレートが

あります。プロファイル・フローがアクティブの場合は、すべての標準的な分析応答がトリ

ガーされます。 

このメッセージ・テンプレートの名前は、「エージェントへの履歴書分析サービスが使用

不可」です。このメッセージは、エージェントに関連付けられた人材紹介会社ポータル

で、プロファイル・フローがアクティブになっていないときにトリガーされます。

オファー・モジュール 派遣雇用者の採用でオファー・モジュールを使用できますが、理論上は、組織と候補

者のやり取りはエージェント経由で行われるため、候補者と組織間の契約として機能

することを目的とするオファー・モジュールの使用は不適切です。ほとんどの標準フィー

ルドとユーザー定義フィールドは、派遣に特定したオファーでも使用可能にできますが、

「開始日」、「終了日」、「開始時間」、「終了時間」、「人材紹介会社時給」などの派

遣固有のフィールドはオファー・モジュールでは使用できません。これは派遣の本来の意

図と一致しており、現時点での期待される動作です。

人材サービスと派遣サービスの両方を提

供する人材紹介会社
特定の人材紹介会社に対して人材サービスと派遣サービスの両方が選択された場

合、派遣として、または候補者が提出される求人をベースとせずに処理されます。ただ

し、このような人材紹介会社に関連付けられたエージェントが新しい候補者を(プロファ

イル・フローまたはEメールによる履歴書分析のいずれかで)一般プロファイルとして提出

した場合、これらの候補者は非派遣候補者とみなされます。派遣と非派遣の両方の

サービスを提供する人材紹介会社を利用する必要がある場合は、ジョブ特定応募フ

ローのみを使用することをお薦めします。派遣サービスのみを提供する人材紹介会社

に関連付けられたエージェントが候補者プロファイルを提出した場合は、派遣所有権

遅延期間定義が適用されます。

派遣候補者の採用 派遣求人で候補者を採用するには、候補者がエージェントに関連付けられている必

要があります。人材紹介会社ポータルを通じて提出されたすべての候補者には、その



305 · Recruiting User Guide

機能 例外

ような関連付けが与えられます。ただし、手動で作成された候補者、派遣求人と照合

された候補者またはインポートされた候補者には、最初はエージェントとの関連付けが

ないため、派遣求人で候補者を採用する前に関連付けを追加する必要があります。

派遣で使用される求人フィールド

フィールド 使用できるブロック/フォーム ルール

開始日 プロファイル デフォルトでは必須ですが、オプションにすることも可能。

開始時間 プロファイル このフィールドの値は、採用の設定「オファーのデフォルト開始日
時」によって定義されます。デフォルトは午前8時です。

ターゲット終了日 プロファイル デフォルトでは必須ですが、オプションにすることも可能。

終了時間 プロファイル このフィールドの値は、採用の設定「オファーのデフォルト開始日
時」および「計算ツール(デフォルト: 時間)」によって定義されま
す。デフォルトは、午前8時と1日8時間です。

経費見積 派遣雇用者の条件 費用合計の見積を算出するために加算できる経費を表します。

労務費見積 派遣雇用者の条件 これは読取り専用の計算フィールドであり、入力フィールドとして
構成することはできません。費用は、1日当たりの時間数（「計
算ツール(デフォルト: 時間)」設定）と求人がオープンしている日
数の結果です、日数は、終了日と開始日の差と週当たりの日
数に基づいて計算され、「計算ツール(デフォルト: 日次)」設定に
定義された値が使用され、デフォルトは週5日です。これは計算
されるフィールドであるため、システム管理者はこのフィールドを構
成できません。

労務費と経費の見積 派遣雇用者の条件 これは計算フィールドであり、「払戻可能経費」が選択されてい
る場合は「労務費と経費の見積」と「経費見積」を含みます。
これは計算されるフィールドであるため、システム管理者はこの
フィールドを構成できません。

払戻可能経費 派遣雇用者の条件 このチェック・ボックス・フィールドは、計算オプションのクリック時また
は求人の保存時に、「労務費と経費の見積」フィールドに経費
を含めるかどうかを決定するために使用されます。

時給の上限 派遣雇用者の条件 このフィールドは、マネージャに対して読取り専用になるように構
成して、マネージャが編集できないようにします。現在の求人で
許可される時給の上限を定義します。この値は、要求された時
給の金額を制限する役割をするため、理論上はテンプレートか
ら引き出されます（可能な場合）。さらに、エージェントが候補者
を提出するときに要求できる時給の上限も制御します。

要求された時給 派遣雇用者の条件 何を提出する必要があるかをエージェントに通知するために使用
される要求時給。
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派遣で使用される候補者フィールド

フィールド デフォルトのフィールド表示

人材紹介会社時給 「キャリア・セクション」（採用担当者との関連なし、統合目的のみ）。

消費税がかかります 「キャリア・セクション」、「Taleo採用」。

就業者に支払われる時給 「キャリア・セクション」（採用担当者との関連なし、統合目的のみ）。

人材紹介会社求人番号 「キャリア・セクション」（採用担当者との関連なし、統合目的のみ）。

就業者ID 「キャリア・セクション」（採用担当者との関連なし、統合目的のみ）。

就業者タイプ 「キャリア・セクション」、「Taleo採用」。
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時給制による採用

常時採用

常時採用は、小売業のように雇用主が常に候補者を募集している場合や、ニーズに応じて候補者の供給に迅速に対
応する必要がある場合に使用されます。

通常、このような雇用主は、候補者の提出について有効期間と有効期限を実装し、候補者の提出が失効した後で
簡単に再応募できることを必要とします。時給制の小売業界の就業者が1年の間に複数の異なる仕事を持つことは珍
しくありません。雇用主は、候補者の関連履歴に関連する最新情報を確実にすべて収集する必要があります。これに
より、候補者が継続的に雇用に関心があるか確認することに加えて、法的責任を制限するのにも役立つ場合がありま
す。

求人が「ソーシング」ステータスに達する前に、提出の有効期間を任意の求人に対して使用可能にできます。有効期
間の日数は、デフォルト設定から継承されますが（最初は90日）、適切な権限を持つユーザーが特定の求人について変
更できます。「有効期間」および「有効期間の使用可能」フィールドも、求人テンプレートから継承できます。提出の有
効期間は1日から730日（2年）の間にする必要があります。

有効期間は、候補者が提出を完了したときに開始します。候補者の提出は、その求人で定義された日数の間有効で
す。候補者の照合または紹介時に作成された提出の場合、有効期間は候補者が照合または紹介された日付に開始
します。提出が未完了で候補者が後で完了する場合は、有効期間が再開します。

常時採用は、基本的に次のように機能します。

常時採用機能を使用可能にするには、システム管理者が採用アプリケーションで次の2つの求人フィールドを使用可能
にする必要があります。

• 有効期間の使用可能

• 有効期間

必要に応じて、これらのフィールドにセキュリティ・レベルを設定して、一部のユーザーに対して非表示にできます。これら
のフィールドがアクティブになると、システム管理者は「識別」ブロックで求人または求人テンプレート、あるいはその両方に
これらを追加できます。応募の有効期限を使用可能にするには、求人テンプレートまたは求人ファイル、あるいはその両
方に「有効期間の使用可能」フィールドが必要です。

すべての求人の有効期限が同じ（デフォルト設定に従う）場合は、求人ファイルに「有効期間」フィールドを
非表示にするか、フィールドを読取り専用に設定してください。 異なるジョブに異なる有効期間が必要な場合
は、権限を持つユーザーが設定できる求人テンプレートに「有効期間」フィールドを追加し、求人ファイル自体
には追加しないでください。

採用アプリケーションでは、求人または求人テンプレートの作成時に、ユーザーはシステム管理者が設定したデフォルトの
有効期間を使用するか、作成される求人または求人テンプレートに対して別の有効期間を設定できます。有効期間
は、求人が掲載される前に設定する必要があります。提出の有効期間は、 アイコンにマウス・カーソルを置いたとき

に求人カード（求人の左側にあります）に表示されます。

求人が掲載されると、求人に応募している候補者には、ありがとうございましたページに提出の有効期限が通知されま
す。採用センターでは、提出の有効期間は、 アイコンにマウス・カーソルを置いたときに候補者提出カードに表示され

ます。

候補者の提出が失効し、求人がまだ掲載されている場合は、候補者の自分のジョブページの「変更」リンクが「再応
募」リンクで置換されます。候補者がジョブに再応募した場合:

• 提出の有効期間と有効期限がリセットされます。
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• 候補者の現在の情報の要約が表示され、候補者は必要な変更を行うことができます。

• ゾーンの構成方法に応じて、提出の候補者選考ワークフローを先頭にリセットできます。

• 追跡履歴が候補者ファイルの「履歴」タブに自動的に追加されます。再応募プロセス中に、システムにより強制的に
候補者選考ワークフローがリセットされた場合、それを示す2番目の追跡履歴が「履歴」タブに追加されます。

候補者が求人に応募すると、求人リストの候補者カウントを示す列で、提出の有効期間が求人に対して使用可能に
なっているかどうかが考慮されます。有効期間が使用可能になっている場合、カウントには失効していない候補者提出
のみが含まれます。

システム管理者は、候補者リストと求人リストに次の列を追加することもできます。これらの列がリスト形式で使用可能
になっている場合、ユーザーはそれらを選択して目的の情報を表示できます。

候補者リストの列 説明

提出失効済 この列は、 アイコンで表されます。提出が失効する

と、 アイコンが表示されます。

最終提出日 候補者が自分の提出を提出したか再応募した日付。

応募の有効期限 候補者の提出が失効する、または失効した日付。

応募の有効期限までの残り日数 応募の有効期限までの残り日数がカウントダウンとして表示され

ます。

求人リストの列 説明

提出の有効期間の使用可能 この列は、 アイコンで表されます。

提出の有効期間 有効期間の日数。

「失効した提出を非表示」クイック・フィルタを候補者リストに追加すると、ユーザーは失効した候補者提出を表示または
非表示にできます。失効した提出は、デフォルトで非表示になります。このフィルタは、求人固有の候補者リスト形式で
のみ使用可能です。

システム管理者は、（提出の失効後に）候補者が同じ求人に再応募した後で候補者選考ワークフロー（CSW）が初期
ステップ/ステータスにリセットされる条件を決定する設定を有効にすることもできます。提出が「オファー」ステップに達した
場合またはインタビューがスケジュールされている場合、CSWは変更されません。
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新規採用のオンボーディング

新規採用のオンボーディング

従業員オンボーディングは新規従業員を組織に統合するプロセスです。

オンボーディングはポジションが受諾されたときから開始します。オンボーディングにはオリエンテーション、コミュニケーション、
フォームの記入、ラップトップなどの機器の入手を含めることができます。

レガシー・オンボーディング・プロセスの開始

前提条件

候補者が採用されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで「レガシー・オンボーディング・プロセスの開始」を選択します。

3. プロセスを選択します。

4. オンボーディング・データを現在の採用データで更新するかどうかを指定します。

5. 「完了」をクリックします。

レガシー・オンボーディング・プロセスの取消

前提条件

候補者はオンボーディング・プロセスに組み込む必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで候補者をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで「レガシー・オンボーディング・プロセスの取消」を選択します。

3. コメントを入力します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

このプロセスが取り消されます。アクションは候補者ファイルの「履歴」タブで追跡します。

オンボーディング・データの更新

前提条件

候補者のステップ/ステータスが「採用」または「採用済」になっている必要があります。

候補者のオンボーディング・プロセスが開始している必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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ステップ

1. 候補者ファイルの「他のアクション」リストで、「レガシー・オンボーディング・プロセスの取消」を選択します。

2. 候補者ファイルの「他のアクション」リストで、「レガシー・オンボーディング・プロセスの開始」を選択します。

3. 「現在の採用データでオンボーディング・データの更新」を選択します。

このオプションを選択しない場合、データは上書きされず、「割当」、「ジョブ・ポジション」、「応募」のデータのみが

更新されます。また、すべてのオンボーディング・フォームに以前に入力されたすべてのデータは一切変更されず、

以前のままの内容で各ステップをレビューしたり、提出することができます。

4. 必要に応じてフィールドに入力します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

「候補者」、「経験」、「学歴」のデータは上書きされ、「割当」、「ポジション」、「応募」のデータは更新されます。また、
このプロセスを実行する前にオンボーディング・フォームに入力されているすべてのデータは削除されます。
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ライブラリ

ライブラリの概要

採用センターには、求人テンプレート、質問、不適格者チェック質問、コンピテンシの他に、評価管理で使用する質問、
スキル、質問リストを含むライブラリが用意されています。

ライブラリにアクセスするときの画面は3つのペインで構成されます。

• 左のペインにはクイック・フィルタがあります。質問とコンピテンシについては、すべてのジョブまたは特定のジョブのフィー
ルドに関連付けられたエレメントや、すべての場所または特定の場所に関連付けられたエレメントを表示できるタブが
あります。

• 中央のペインにはエレメントのリストが表示されます。表示されるエレメントは、左のペインで選択したフィルタおよびオ
プションによって異なります。メニュー・バーを使用してエレメントに特定のアクションを実行できます。

• 右のペインにはオンライン・ヘルプとオンライン・クリップが表示されます（使用可能になっている場合）。ペインは展開ま
たは縮小できます。

ライブラリへのアクセス権があるユーザーは、ライブラリ内のすべてのアイテムにアクセスできます。 システムには
階層のないリスト・ビュー・オプションがあります。このオプションを使用すると、組織全体での類似したエレメント
の重複や誤配置を削減できます。 そのため、ジョブまたは場所のツリー構造ビューを表示している場合、グルー
プにリンクされたジョブおよび場所のエレメントに制限されません。 ツリー構造全体でのナビゲートおよび操作が
可能です。
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求人テンプレート・ライブラリ

求人テンプレート

求人テンプレートは、類似するジョブ・ポジションに再利用する可能性のある情報を含む求人ファイルです。

求人テンプレートは、「ライブラリ」メニューの「テンプレート」にあります。

求人テンプレートは、各ポジションまたはジョブ・カテゴリに対して作成できます。組織のポリシーに応じて、求人テンプレー
トは非常に詳細にすることも、基本情報のみを含めることもできます。新規求人を作成する場合、推奨される方法とし
て、求人テンプレートを最初に選択します。これにより、選択したテンプレートに基づいて多くの求人フィールドが自動入
力されます。

求人テンプレートの作成は、求人テンプレート・ライブラリで使用可能な「求人テンプレートの作成」アシスタントを介して
行います。求人テンプレートを作成するにはユーザー・タイプの権限が必要です。「テンプレートの作成」をクリックすると、
「求人テンプレートの作成」アシスタントが起動します。作成プロセスは、求人の作成と同様です。アシスタントの内容
は、システム管理者が行った構成に応じて異なります。

• 最初のステップは、求人タイプの選択です。 このステップは、複数の求人タイプが使用可能になっており、特定の権
限がユーザーに付与されている場合に実行できます。

• 2番目のステップでは、「組織」、「場所」、「ジョブ・フィールド」を選択できます。

前述のすべての項目が指定されている場合、ユーザーは求人テンプレートの様々なフィールドに入力します。

求人テンプレートを保存すると、特定のフィールドに情報がない場合にメッセージが表示されます。ユーザーは、診断ツー
ル を使用して、求人テンプレートを保存するために入力する必要のあるフィールドを確認することもできます。

求人テンプレートが完成すると、ステータスは「ドラフト」になります。テンプレートを使用するにはアクティブにする必要があ
ります。アクティブ化は、求人テンプレートの作成中に行うか、後からテンプレート内で「アクティブ」ステータスを選択するこ
とにより行います。

ユーザーが表示できないデータを含む求人テンプレートを使用して求人を作成する場合、ユーザーによるデータ
へのアクセスに関係なく求人にデータが表示されます。たとえば、採用担当者がプレスクリーニング情報を表示
する権限を持たず、求人テンプレートに「プレスクリーニング」セクションが存在する場合、求人にはプレスクリー
ニング情報が表示され、採用担当者がファイルにアクセスしたときに参照できます。

テンプレート内の他のフィールドとは異なり、採用担当者フィールドとユーザー・グループ・フィールドは、どちらも
求人テンプレートで指定できます。 これらのフィールドは、テンプレートから作成された求人にデフォルトのフィー
ルドとして入力されません。求人テンプレートの採用担当者フィールドの目的は、テンプレート・ライブラリのテン
プレート・アクセスの表示およびフィルタリングの観点から、テンプレートの所有者権限をユーザーに付与すること
です。求人テンプレートで指定されるユーザー・グループ・フィールドの目的は、このテンプレートを使用して求人
を作成する権限をどのユーザーに与えるかを定義することです。 グループが指定されている場合、グループに一
致するユーザーのみがテンプレートを表示できます。

求人テンプレートの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。
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2. 「テンプレートの作成」をクリックします。

3. 画面の指示に従います。

4. 「保存」をクリックします。

求人テンプレートのアクティブ化

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人テンプレートは「非アクティブ」または「ドラフト」である必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. 「求人テンプレート」ページで、テンプレートをクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

4. 「アクティブ」を選択します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

求人テンプレートが採用センターのユーザーに対して使用可能になります。

求人テンプレートの複製

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. テンプレートをクリックします。

3. をクリックします。

4. 情報を変更します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

求人テンプレートの編集

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. テンプレートをクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

4. 必要に応じてフィールドを変更します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。
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求人テンプレートの非アクティブ化

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人テンプレートは「アクティブ」である必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. テンプレートをクリックします。

3. 「編集」をクリックします。

4. 「非アクティブ」を選択します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

求人テンプレートは使用できなくなります。

求人テンプレートの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

求人テンプレートのステータスは「ドラフト」である必要があります。

ステップ

1. 「ライブラリ」メニューで「テンプレート」を選択します。

2. ドラフト求人テンプレートをクリックします。

3. をクリックします。

4. メッセージ・ボックスで「はい」をクリックします。
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質問ライブラリ

プレスクリーニング質問

プレスクリーニング質問は、候補者をプレスクリーニングしてジョブの最善の候補者を見つけるために使用されます。

プレスクリーニング質問は、質問ライブラリ内に作成することも、求人内に直接作成することもできます。

質問ライブラリで作成したプレスクリーニング質問は、質問ライブラリで使用でき、求人ファイルの「プレスクリーニング」セク
ションへの追加が可能です。ユーザー・タイプの権限により、質問ライブラリと、質問ライブラリ内の質問に対して実行でき
るアクションへのアクセス権がユーザーに付与されます。

求人内で直接作成したプレスクリーニング質問は、その求人にのみ使用でき、質問ライブラリで他の求人用には使用で
きません。後で同じ求人を使用して求人テンプレートを作成した場合、その求人で作成した質問は質問ライブラリには
追加されません。ただし、求人テンプレート用に質問を作成した場合は、その質問がライブラリに追加されます。求人に
リンクされた質問は、求人で複製されるのではなく、再利用されます。したがって、求人からそのような質問に加えた変更
はすべて質問ライブラリ内の質問にも適用されます。これらの変更は、その質問がリンクされているすべての求人にも反
映されます。ユーザー・タイプの権限は、求人の「プレスクリーニング」セクション内の質問に対して実行できるアクションへ
のアクセス権をユーザーに付与します。

3つのタイプのプレスクリーニング質問を作成できます。

質問タイプ 説明

回答が1つの質問 候補者は、選択肢リストから1つの回答を選択します。

• 例: 最終学歴を示してください。

回答が複数ある質問 候補者は、選択肢リストから当てはまる回答をすべて選択します。

• 例: 深い知識と理解力を有している分野を示してください（当てはまるすべての分

野をチェックしてください）。

テキストによる質問 候補者は、特定の質問に対する簡潔な回答を入力します。テキストによる質問は控

え目に使用します。前の質問の情報を補足できる場合に使用します。

• 例: ご自身が設計して実装したプログラムで、従業員の能力開発に影響を与えた

プログラムの概要を説明してください。

質問の文字数は、最大で3000文字です。

作成する質問のタイプに応じて、異なる回答形式を使用できます。

• ラジオ・ボタン

• ポップアップ・リスト

各質問には、コードが割り当てられます。ユーザーは、この一意のコードを使用して質問を標準化し、インポート/エクス
ポート方法をより制御できます。質問を作成するとき、質問ライブラリ内に作成する質問の場合は、ユーザーがコードを
割り当てる必要があります。求人レベルで作成する質問では、コードは自動的に生成されます。

質問は次のいずれかのステータスとなります。

• ドラフト

• アクティブ

• 非アクティブ



317 · Recruiting User Guide

質問が過去に使用されている場合でも、質問ライブラリ内で質問を非アクティブ化できます。非アクティブ化すると、既
存の求人の質問は保持されますが、新しく作成する求人では使用できなくなります。さらに、非アクティブな質問は、ア
クティブ・テンプレートから削除され、質問がアクティブであった求人を複製しても引き継ぐことはできません。また、各質問
にコードが割り当てられるため、重複していることを認識したときに適切な質問を容易に非アクティブ化できます。さらに、
質問を管理するユーザーは、質問の準備が整うまで待った後、エンド・ユーザーがそれを使用できるようにすることができ
ます。

質問ライブラリ内に質問を作成するとき、ユーザーはその質問を社内候補者、社外候補者またはすべての候補者に対
して表示可能にすることができます。

質問ライブラリ内に質問を作成するとき、質問に場所とジョブ・フィールドを関連付けることができます。質問の場所また
はジョブ・フィールドへの関連付けは、ユーザーがセレクタ・ウィンドウの使用中に適切な質問を選択する際に役立ちま
す。場所またはジョブ・フィールドに関連付けられた質問がモデルに含まれる場合、求人で使用できるモデル適用機能に
よって、求人の場所とジョブ・フィールドに基づく適切な質問が求人に取り込まれます。

質問を場所またはジョブ・フィールドに関連付けるとき、質問をプロファイルまたはモデル内で使用できるように設定できま
す。

• 質問に「プロファイル内」タグが設定されている場合、その質問は、候補者ファイルを作成するユーザーと、キャリア・セ
クションで自分のプロファイルを入力中の候補者が使用できます。使用可能な質問は、候補者によって定義される
場所とジョブ・フィールドのプリファレンスが一致するようにソートされます。

• 質問に「モデル内」タグが設定された場合、質問は、ユーザーが求人の「プレスクリーニング」セクションで「モデルの適
用」機能をクリックしたときに適用されます。質問は、求人の場所およびジョブ・フィールドに基づいてモデル内でグルー
プ化されます。

質問が質問ライブラリに作成された後、ユーザーは、それを求人ファイルの「プレスクリーニング」セクションに追加できま
す。求人ファイルに質問を追加するとき、ユーザーは、質問の数と、予測される候補者の数およびジョブの複雑性とのバ
ランスを考慮する必要があります。

次の表に、予測される候補者の数とジョブの複雑性に応じた、お薦めする質問の数を示します。

確定が困難なポジション 確定が平均的なポジション 確定が容易なポジション

予想される候補者の数 少ない - 30名未満 中程度 - 30名～100名 多い - 100名を超える

お薦めする質問の数 8個未満 12個未満 必要な数

ACEインジケータ 「必須」を使用

オプションで「アセット」を使用

「加重」を使用しない

「必須」を使用、

「アセット」を使用

オプションで「加重」を使用

「必須」を使用

「アセット」を使用

「加重」を使用

ACE候補者として識別される

候補者の割合

15%以上 10%～15% 5%～10%

確定が困難なポジションでは、数名の候補者が予想されます。少ない質問を使用する必要があります。経験則として、
質問は8個を超えないようにします（ジョブ固有の質問とスキルに関する質問を含めて）。

確定が平均的なポジションでは、候補者の関与を維持し、多すぎる質問で候補者を失わないようにする必要がありま
す。経験則として、質問は12個から15個を超えないようにします（ジョブ固有の質問とスキルに関する質問を含めて）。

確定が容易なポジションでは、大量の候補者が予想されます。必要な数の質問を使用できます（ジョブ固有の質問と
スキルに関する質問を含めて）。

ライブラリ内の質問を求人または求人テンプレートから編集できます。これを行うと、その質問を使用している
すべての求人内の質問も変更されることに注意してください。混乱を避けるため、ライブラリ内の質問は編集し
ないようにしてください。ローカルで使用される質問は、求人内のみで編集できます。
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質問ライブラリ内の質問は削除できません。かわりに、「質問を非アクティブ化する」オプションを使用します。

プレスクリーニング質問を書く際のヒント

質問は、候補者から有用なデータを取得し、採用プロセスを促進するように書く必要があります。 候補者をプレスクリー
ニングするための質問を作成するときは、これらの目標を達成するために次に示す単純なルールが役立ちます。

ヒント 説明

適切な分量の質問を使用する 質問の数を、ジョブの複雑性と予想される候補者の数と釣り合
わせます。

効果的な質問を書く 質問には、必須条件とアセット条件を含める必要があります。

質問は、ポジションに応募している候補者を選別するために役
立つ必要があります。

質問に対する回答には、ポジションに対する候補者の力量を判
断できる値を含める必要があります。

「はい」か「いいえ」で答えられる質問を使用する 単純な要件に対しては、「はい」か「いいえ」で答えられる質問を
使用します。それ以外の質問では、正答が明確ではない回答
範囲を考慮します。

学士号を持っていますか?タイプの質問に、「はい」か「いいえ」で
答えられる質問は使用しないでください。

"それ以外"を意味する回答を含める 「上記以外」、「なし」、「該当なし」などの、"それ以外"を意
味する回答を常に含めます。そうしないと、候補者に嘘をつく
ことを強制することになります。例: 次に示すソフトウェアの中
で、経験があるものはどれですか?Microsoft Word,、Microsoft
Excel、Microsoft PowerPoint、なし。

質問と回答を標準化する 質問に対する回答範囲を標準化して、候補者に肯定的な感
じを与えるようにします。たとえば、"上記以外"は常に回答リス
トの最初または最後に配置します。また、経験年数を問うすべ
ての質問には、同じ回答範囲を同じ順序で提示する必要があ
ります。例: 最終学歴を示してください。高卒、高等専門学校
（準学士）、大学（学士）、大学院（修士）、大学院（博士）、
上記以外。

文法と誤字脱字をチェックする 推奨される方法は、質問と回答の文法と誤字脱字をチェックす
ることです。

強い動詞を使用する 質問では、"プログラムを記述する"や"操作する"などの強い動
詞を使用します。"協力する"や"関与する"などの言葉を含む
語句は避けます。

既知の頭字語を使用する ITのような、広く認められている頭字語のみを使用します。

質問の中で例を使用する 必要な場合は質問の中で例を使用して、ポジションの詳細を明
らかにします。例: このポジションでは、様々なアウトレット・ショップ
の半径200マイル以内を車で移動する必要があります。有効な
運転免許証を持っていますか?

法的ガイドラインを順守する 雇用法と多様性を管理する役員に相談して、質問を直接的で
ジョブに関連する（個人的な質問でない）ものにして、法的ガイド



319 · Recruiting User Guide

ヒント 説明

ラインを順守します。さらに、差別につながる質問は作成しない
ようにします。

1つの質問で1つのことを質問する 1つの質問の中で多くのことを質問しないようにします。たとえば、
次のような質問は避けます。マーケティング、会計、製造分野で
の実務経験の年数を示してください。質問を完全に書き直す
か、これら3つの分野での就労年数を知ることが重要な場合は
単純に3つの質問を用意する方が有益です。

経験年数と能力に関する質問を分ける 候補者は、特定の仕事の実務年数や、特定の業界での経験
年数について、何度も質問されます。ただし、候補者の能力や
特定の仕事の実績を知る方がより有用である可能性がありま
す。候補者を評価するのに、経験年数と能力レベルのどちらを
知る方がより重要であるかを自問してください。

質問の作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問には最大3000文字まで入力できます。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「質問」

ステップ

1. 「質問の作成」をクリックします。

2. 回答のタイプを選択します。

3. 必須フィールドに入力します。

4. 必要な情報を選択します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

質問が質問ライブラリ内で使用できるようになります。

次ステップ

質問をアクティブ化します。

質問のアクティブ化

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問は、ドラフトまたは非アクティブである必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 質問を選択します。

2. 「他のアクション」リストで、「質問をアクティブ化する」を選択します。

結果

質問のステータスが「アクティブ」になります。質問は、求人の中で選択できるようになります。
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質問の非アクティブ化

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問はアクティブである必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 質問を選択します。

2. 「他のアクション」リストで、「質問を非アクティブ化する」を選択します。

結果

質問は、質問ライブラリ内に「非アクティブ」ステータスで残ります。

質問の編集

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問がアクティブの場合は、文法と誤字脱字の修正のみ許可されます。

質問がドラフトの場合は、すべての修正が許可されます。

非アクティブな質問は編集できません。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 変更を行います。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

変更が質問に追加され、最終的に求人に追加されます。変更は、すでに質問が含まれている求人には適用されま
せん。

質問の複製

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「質問」

ステップ

1. 質問を選択します。

2. 「複製」をクリックします。

3. フィールドの情報を変更します。

4. 必要に応じて質問を翻訳します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。
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結果

既存の質問に基づいて作成された質問が、質問ライブラリ内で使用できるようになります。

質問と場所の関連付け

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問のステータスが「ドラフト」または「アクティブ」である必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 質問ページで、「編集」をクリックします。

3. 「場所」セクションで、質問をすべての場所に関連付けるか、特定の場所に関連付けるかを指定します。

質問を特定の場所に関連付ける場合は、「変更」をクリックし、場所セレクタで場所を選択して、「保存」をクリッ

クします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

質問が求人の場所と一致する場合、ユーザーは、求人の中に質問を追加できます。

質問とジョブ・フィールドの関連付け

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問のステータスが「ドラフト」または「アクティブ」である必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 質問ページで、「編集」をクリックします。

3. 「ジョブ・フィールド」セクションで、質問をすべてのジョブ・フィールドに関連付けるか、特定のジョブ・フィールドに関

連付けるかを指定します。

質問を特定のジョブ・フィールドに関連付ける場合は、「変更」をクリックし、ジョブ・フィールド・セレクタでジョブ・

フィールドを選択して、「保存」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

質問が求人のジョブ・フィールドと一致する場合、ユーザーは、求人の中に質問を追加できます。

質問と場所の関連付けの解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問のステータスが「ドラフト」または「アクティブ」である必要があります。
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「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「関連する構造」セクションで、「場所」チェック・ボックスの選択を解除します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

場所に関連付けられていない質問は質問ライブラリに残りますが、質問には手動のみで追加できます。

質問とジョブ・フィールドの関連付けの解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問のステータスが「ドラフト」または「アクティブ」である必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「関連する構造」セクションで、「ジョブ・フィールド」チェック・ボックスの選択を解除します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

ジョブ・フィールドに関連付けられていない質問は質問ライブラリに残りますが、質問には手動のみで追加できます。

ジョブ・フィールドまたは場所構造への質問の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 「質問の追加」をクリックします。

3. 目的の質問の横にある「選択」をクリックします。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人に質問を追加中のユーザーに対して、求人の組織-場所-ジョブ・フィールド構造と一致する質問を含むセレク
タ・ウィンドウが表示されます。

ジョブ・フィールドまたは場所構造からの質問の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 質問を選択します。

3. 「質問の削除」をクリックします。

結果

場所またはジョブ・フィールド構造から質問を削除することで、求人の組織-場所-ジョブ・フィールド構造に関係なく、
この質問を含むセレクタ・ウィンドウが求人に質問を追加中のユーザーに表示されます。セレクタ・ウィンドウには、求
人の組織-場所-ジョブ・フィールド構造と一致する質問、または組織-場所-ジョブ・フィールド構造に関連付けられ
ていない質問が表示されます。

モデルへの質問の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 質問を選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「プレスクリーニング・モデルに追加」をクリックします。

結果

質問ライブラリ・リストで、質問の隣の「モデル内」列にチェック・マークが表示されます。質問は、求人の「プレスクリーニ
ング」セクションを完了中の別のユーザーが使用できます。

モデルからの質問の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 質問を選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「プレスクリーニング・モデルから削除」をクリックします。

結果

質問ライブラリ・リストで、質問の隣の「モデル内」列にチェック・マークが表示されなくなります。質問は、求人の「プレス
クリーニング」セクションを完了中の別のユーザーが使用できなくなります。

プロファイルへの質問の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。



ライブラリ · 324

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 質問を選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「プロファイルに追加」をクリックします。

結果

質問ライブラリ・リストで、質問の隣の「プロファイル」列にチェック・マークが表示されます。質問は、候補者ファイルを作
成中の別のユーザーまたはキャリア・セクションでプロファイルを完了中の候補者が使用できます。

プロファイルからの質問の削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「質問」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 質問を選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「プロファイルから削除」をクリックします。

結果

質問の隣の「プロファイル」列にチェック・マークが表示されなくなります。質問は、候補者ファイルを作成中の別のユー
ザーまたはキャリア・セクションでプロファイルを入力中の候補者が使用できなくなります。

別の言語での質問の表示

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問リストで、質問の隣に アイコンが表示されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「アクティブ化された言語」リストから言語を選択します。

結果

質問が、選択した言語で表示されます。

質問の表示対象の変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「質問」
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ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「質問のプロパティ」セクションで、「表示可能」ドロップダウン・リストから表示を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

結果

選択された質問が、選択された表示可能性に従って、社内候補者、外部候補者またはすべての候補者に表示さ
れます。



ライブラリ · 326

不適格者チェック質問ライブラリ

不適格者チェック質問

不適格者チェック質問は、候補者がジョブに適格であると判断されるための最低要件を含む1問1答方式の質問です。
必須の応答を満たしていない候補者は、応募プロセスからただちに除外できます。

不適格者チェック質問にアクセスするには、この機能を社内でアクティブ化する必要があります。

不適格者チェック質問は、不適格者チェック質問ライブラリ内に作成され、構成されます。不適格者チェック質問ライブ
ラリ内の質問は、不適格者チェック質問の場所とジョブ・フィールドが求人の場所とジョブ・フィールドと一致する場合に、
求人ファイルの「プレスクリーニング」セクションに表示できます。

不適格者チェック質問は、社内候補者、社外候補者またはすべての候補者に対して表示できます。

不適格者チェック質問は、候補者から1つの回答を要求します。つまり、候補者の回答は、選択肢リストのいずれかの
回答に限定されます。不適格者チェック質問を作成するときは、少なくとも2つの回答を用意する必要があります。1つ
は、候補者の合格を示す回答にする必要があります。回答ごとに次の3つの結果が考えられます。

• 候補者は合格する: 候補者は不適格ではありません。

• 候補者は不適格である: 候補者は自動的に不適格になります。

• 検証待ち: 候補者ファイルをレビューする必要があります。

回答のない不適格者チェック質問は合格とみなされ、候補者の不適格ステータスに影響しません。

不適格者チェック質問の説明

システム管理者によって構成されている場合は、候補者に特定の回答に対する説明の入力を要求する不適格者
チェック質問を構成できます（アクティブ、ドラフトまたは非アクティブ）。この機能によって、候補者に自分の適性を正確に
説明する機会が与えられるとともに、候補者の回答に関する詳細を得るために候補者にフォローアップ連絡を行う必要
性が低下します。

回答に対する説明が必要な場合、ユーザーは、説明の導入文を入力する必要があります。たとえば、質問が"犯罪歴
はありますか?"の場合、導入文は"罪名と詳細を記述してください"のようになります。最大256文字を入力できます。

候補者は、応募時に説明を必要とする不適格者チェック質問の回答を選択した場合は、説明を入力する必要があり
ます。説明として最大1000文字を入力できます。権限のある採用担当者またはマネージャも、候補者の提出を登録ま
たは編集することで、候補者に代わって説明を入力できます。

回答に対して説明が入力されると、候補者ファイルの「プレスクリーニング」セクションの質問の回答のすぐ下にその説明
が表示されます。

場所とジョブ・フィールドの関連付け

不適格者チェック質問は、場所とジョブ・フィールドに関連付けることができます。

• 質問が場所またはジョブ・フィールドに関連付けられていない場合、質問は求人の中に表示されます。

• 質問がすべての場所またはすべてのジョブ・フィールドに関連付けられている場合、質問は求人の中に表示されま
す。

• 質問が特定の場所またはジョブ・フィールドに関連付けられている場合、求人の場所またはジョブ・フィールドが一致
していれば、質問は求人の中に表示されます。

不適格者チェック質問の翻訳

不適格者チェック質問のすべての言語への翻訳は、システムよる強制はありません（この動作はTaleo 10以降に存在し
ます）。コンテンツ・ライターまたはライブラリ管理者は、不適格者チェック質問がすべての適切な言語に翻訳されることを
保証する必要があります。場所またはジョブ・フィールドに関連付けられていない不適格者チェック質問は、すべての言
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語に翻訳する必要があります（すべての候補者に表示される可能性があるため）。場所またはジョブ・フィールドに関連
付けられた不適格者チェック質問は、適切な言語のみに翻訳できるようになりました。使用されない言語に翻訳する必
要はありません。

履歴追跡

システムは、不適格者チェック質問の回答に対して行われた変更を追跡します。変更は、「履歴」タブに表示できます。

ライブラリに基づく質問、プレスクリーニング質問または不適格者チェック質問に対する回答は一意です。これは、質問を
使用するすべての求人で共有されることを意味します。回答に対して行われた変更の追跡は、プレスクリーニング質問、
不適格者チェック質問およびコンピテンシに反映されます。

ジョブ応募コンテキスト中の不適格者チェック質問の回答を変更すると、質問が使用されているすべてのジョブ応募の
「履歴」タブに追跡エントリが作成されます。

不適格者チェック質問ライブラリ・マネージャによる変更に関する動作は次のとおりです。

• ライブラリ内の質問に対して行われた変更は、ライブラリ内で追跡されます。「履歴」タブで、質問の変更者と変更時
間を確認できます。

• 質問または可能な回答に対する変更は、求人と候補者ファイルにただちに反映されます。

• データの整合性を確保するため、不適格者チェック質問の回答のステータスは変更できません。

不適格者チェック質問の回答に対する可能な結果（候補者は合格する、候補者は不適格である、検証待ち）は、不
適格者チェック質問が使用された後は変更できません。

場所またはジョブ・フィールドに関連付けられていない不適格者チェック質問の場合は、その回答に対して行われたすべ
ての変更が追跡されます。

不適格者チェック質問の作成

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

質問には最大3000文字まで入力できます。

「採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 「質問の作成」をクリックします。

2. 必須フィールドに入力します。

3. 必要な情報を指定します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

不適格者チェック質問が、不適格者チェック質問ライブラリ内で使用可能になります。既存の求人に追加された新し
い不適格者チェック質問は、すでに応募している候補者に対しては、その候補者が自分のプロファイルまたは提出を
更新するまでは影響しません。

次ステップ

不適格者チェック質問をアクティブ化して、求人ファイルの「プレスクリーニング」セクションに表示されるようにします。

不適格者チェック質問の複製

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。
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「採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 質問を選択します。

2. 「複製」をクリックします。

3. フィールドの情報を変更します。

4. 必要に応じて質問を翻訳します。

5. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

既存の不適格者チェック質問に基づいて作成された質問が、不適格者チェック質問ライブラリで使用できるようになり
ます。

不適格者チェック質問の編集

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

質問がアクティブの場合は、文法と誤字脱字の修正のみ許可されます。

質問がドラフトの場合は、すべての修正が許可されます。

非アクティブな質問は編集できません。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 不適格者チェック質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 変更を行います。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

不適格者チェック質問の変更は、回答済の質問には影響しません。合格した候補者は合格のままです。不適格な
候補者は不適格なままです。

不適格者チェック質問と場所の関連付け

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「場所」セクションで、質問をすべての場所に関連付けるか、特定の場所に関連付けるかを指定します。

質問を特定の場所に関連付ける場合は、「変更」をクリックし、場所セレクタで場所を選択して、「保存」をクリッ

クします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。
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結果

不適格者チェック質問の場所が求人の場所と一致する場合、不適格者チェック質問が求人に追加されます。

不適格者チェック質問とジョブ・フィールドの関連付け

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「ジョブ・フィールド」セクションで、質問をすべてのジョブ・フィールドに関連付けるか、特定のジョブ・フィールドに関

連付けるかを指定します。

質問を特定のジョブ・フィールドに関連付ける場合は、「変更」をクリックし、ジョブ・フィールド・セレクタでジョブ・

フィールドを選択して、「保存」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

不適格者チェック質問が求人のジョブ・フィールドと一致する場合は、求人に追加されます。

不適格者チェック質問と場所の関連付けの解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

不適格者チェック質問のステータスは、ドラフトである必要があります。

非アクティブな不適格者チェック質問をジョブ・フィールドから関連付け解除することはできません。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「関連する構造」セクションで、「ジョブ・フィールド」チェック・ボックスの選択を解除します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

不適格者チェック質問の場所との関連付けを解除することで、求人の場所の指定に関係なく、すべての求人に質問
を追加できるようになります。

不適格者チェック質問とジョブ・フィールドの関連付けの解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

不適格者チェック質問がドラフト・ステータスである必要があります。



ライブラリ · 330

不適格者チェック質問は、掲載済の求人では使用しないでください。

非アクティブな不適格者チェック質問をジョブ・フィールドから関連付け解除することはできません。

「Taleo採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「関連する構造」セクションで、「ジョブ・フィールド」チェック・ボックスの選択を解除します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

質問は、前に選択したジョブ・フィールドに関連付けられた新しい求人には表示されません。不適格者チェック質問の
ジョブ・フィールドとの関連付けを解除することで、求人のジョブ・フィールドの指定に関係なく、すべての求人に質問を
追加できるようになります。

ジョブ・フィールドまたは場所構造への不適格者チェック質問の追加

前提条件

この機能のアクティブ化は、設定によって許可されます。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 「質問の追加」をクリックします。

3. 目的の質問の横にある「選択」をクリックします。

4. 「完了」をクリックします。

結果

求人に不適格者チェック質問を追加中のユーザーに対して、求人の組織-場所-ジョブ・フィールド構造と一致する
質問を含むセレクタ・ウィンドウが表示されます。

ジョブ・フィールドまたは場所リストからの不適格者チェック質問の削除

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 質問を選択します。

3. 「質問の削除」をクリックします。

結果

不適格者チェック質問を場所またはジョブ・フィールド・リストから削除することで、ユーザーはその質問を求人の場所
またはジョブ・フィールドに関係なくすべての求人に追加できます。
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不適格者チェック質問のアクティブ化

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

質問のステータスは、ドラフトまたは非アクティブである必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ  > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 質問を選択します。

2. 「他のアクション」リストで、「質問をアクティブ化する」を選択します。

結果

不適格者チェック質問のステータスが「アクティブ」になります。不適格者チェック質問が質問の中に表示されます。

不適格者チェック質問の非アクティブ化

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

質問を非アクティブ化するには、質問がアクティブである必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 質問を選択します。

2. 「他のアクション」リストで、「質問を非アクティブ化する」を選択します。

結果

不適格者チェック質問は、不適格者チェック質問ライブラリに表示されなくなります。

別の言語での質問の表示

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

質問リストで、質問の隣に アイコンが表示されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「質問」

ステップ

1. 質問をクリックします。

2. 「アクティブ化された言語」リストから言語を選択します。

結果

質問が、選択した言語で表示されます。

不適格者チェック質問の表示対象の変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。
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「採用」 > 「ライブラリ > 「不適格者チェック質問」

ステップ

1. 不適格者チェック質問をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「質問のプロパティ」セクションで、「表示可能」ドロップダウン・リストから表示を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

結果

選択された不適格者チェック質問が、選択された表示可能性に従って、社内候補者、外部候補者またはすべての
候補者に表示されます。
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コンピテンシ・ライブラリ

コンピテンシ

コンピテンシは、ジョブに最適な候補者を見つけるために、候補者の熟達度レベルと経験年数を収集するのに使用され
ます。

コンピテンシはシステムで指定され、コンピテンシ・ライブラリで使用できます。デフォルトでは、アクティブなコンピテンシが表
示されます。「アクティブ」クイック・フィルタを削除すると、アクティブと非アクティブの両方のコンピテンシを表示できます。コ
ンピテンシは、求人ファイルの「プレスクリーニング」セクションに追加できます。ユーザー・タイプの権限により、ユーザーはコ
ンピテンシ・ライブラリへのアクセス権と、求人ファイルの「プレスクリーニング」セクションおよびコンピテンシ・ライブラリでコンピ
テンシに対して実行可能なアクションへのアクセス権を付与されます。

コンピテンシは質問としては書き込まれません。コンピテンシの例としては、"人事管理プランニング"、"人事管理方針と
手順を開発、実行、評価"などがあります。

コンピテンシは、社内候補者、社外候補者またはすべての候補者に対して表示できます。

コンピテンシは、場所およびジョブ・フィールドに関連付けることができます。

• コンピテンシが場所またはジョブ・フィールドに関連付けられていない場合、ユーザーは、求人にコンピテンシを追加す
る際にそのコンピテンシを使用できます。

• コンピテンシがすべての場所またはジョブ・フィールド（あるいはその両方）に関連付けられている場合、「モデル内」オ
プションが選択されている場合にのみ、ユーザーは求人にコンピテンシを追加する際にそのコンピテンシを使用できま
す。

• コンピテンシが特定の場所またはジョブ・フィールド（あるいはその両方）に関連付けられている場合、「モデル内」オプ
ションが選択され、コンピテンシが求人の場所またはジョブ・フィールドと一致していれば、ユーザーは求人にコンピテン
シを追加する際にそのコンピテンシを使用できます。

コンピテンシを場所またはジョブ・フィールドに関連付けるときに、コンピテンシをプロファイル内またはモデル内で使用可能
にできます。

• コンピテンシが「プロファイル内」とタグ付けされた場合は、候補者ファイルを作成するユーザーと、キャリア・セクションに
プロファイルを入力する候補者がそのコンピテンシを使用できます。使用可能になったコンピテンシは、候補者が定義
した場所およびジョブ・フィールドのプリファレンスにあわせてソートされます。

• コンピテンシが「モデル内」とタグ付けされた場合は、求人の「プレスクリーニング」セクションに入力するユーザーがその
コンピテンシを使用できます。コンピテンシは、求人の場所およびジョブ・フィールドに基づいてグループ化されます。

コンピテンシの作成

コンピテンシはシステムで指定されるため、ユーザーまたはシステム管理者が作成することはできません。詳細
は、Oracleサポートにお問い合せください。

コンピテンシの編集

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」
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ステップ

1. 「コンピテンシ」をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 変更を行います。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

コンピテンシの表示と、コンピテンシに関連付けられている場所およびジョブ・フィールドに変更が反映されます。

コンピテンシと場所の関連付け

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 「コンピテンシ」をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「場所」セクションで、コンピテンシをすべての場所に関連付けるか、特定の場所に関連付けるかを指定します。

コンピテンシを特定の場所に関連付ける場合は、「変更」をクリックし、「場所セレクタ」で場所を選択して、「保

存」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

コンピテンシが求人の場所と一致する場合、コンピテンシを求人に追加できます。

コンピテンシとジョブ・フィールドの関連付け

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 「コンピテンシ」をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「ジョブ・フィールド」セクションで、コンピテンシをすべてのジョブ・フィールドに関連付けるか、特定のジョブ・フィール

ドに関連付けるかを指定します。

コンピテンシを特定のジョブ・フィールドに関連付ける場合は、「変更」をクリックし、ジョブ・フィールド・セレクタでジョ

ブ・フィールドを選択して、「保存」をクリックします。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

コンピテンシが求人のジョブ・フィールドと一致する場合、コンピテンシを求人に追加できます。
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コンピテンシと場所の関連付けの解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 「コンピテンシ」をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「関連する構造」セクションで、「場所」チェック・ボックスの選択を解除します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

場所に関連付けられていないコンピテンシはコンピテンシ・ライブラリに残りますが、手動でしか求人に追加できませ
ん。

コンピテンシとジョブ・フィールドの関連付けの解除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 「コンピテンシ」をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「関連する構造」セクションで、「ジョブ・フィールド」チェック・ボックスの選択を解除します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

場所に関連付けられていないコンピテンシはコンピテンシ・ライブラリに残りますが、手動でしか求人に追加できませ
ん。

ジョブ・フィールドまたは場所構造へのコンピテンシの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. 「コンピテンシの追加」をクリックします。

3. 目的のコンピテンシの横にある「選択」をクリックします。

4. 「完了」をクリックします。
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結果

求人にコンピテンシを追加するユーザーに対して、求人の組織-場所-ジョブ・フィールド構造に一致するコンピテンシ
を含んだセレクタ・ウィンドウが表示されます。

ジョブ・フィールドまたは場所構造からのコンピテンシの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. コンピテンシを選択します。

3. 「コンピテンシの削除」をクリックします。

結果

場所またはジョブ・フィールド構造（あるいはその両方）からコンピテンシを削除すると、求人にコンピテンシを追加する
ユーザーに対して、組織-場所-ジョブ・フィールド構造にかかわらず、このコンピテンシを含んだセレクタ・ウィンドウが表
示されます。セレクタ・ウィンドウでは、求人の組織-場所-ジョブ・フィールド構造に一致するコンピテンシ、またはどの
組織-場所-ジョブ・フィールド構造にも関連付けられていないコンピテンシが示されます。

プロファイルへのコンピテンシの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. コンピテンシを選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「プロファイルに追加」をクリックします。

結果

「コンピテンシ・ライブラリ」リストで、コンピテンシの横にある「プロファイル内」列にチェック・マークが表示されます。候補
者ファイルを作成する他のユーザーと、キャリア・セクションでプロファイルを入力する候補者は、このコンピテンシを使用
できます。

プロファイルからのコンピテンシの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。
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2. コンピテンシを選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「プロファイルから削除」をクリックします。

結果

「コンピテンシ・ライブラリ」リストで、コンピテンシの横にある「プロファイル内」列にチェック・マークが表示されなくなりま
す。候補者ファイルを作成する他のユーザー、およびキャリア・セクションでプロファイルを入力する候補者は、このコンピ
テンシを使用できなくなります。

モデルへのコンピテンシの追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 左ペインの「ジョブ・フィールド」または「場所」タブをクリックします。

2. コンピテンシを選択します。

3. 「他のアクション」リストで、「プレスクリーニング・モデルに追加」をクリックします。

結果

「コンピテンシ・ライブラリ」リストで、コンピテンシの横にある「モデル内」列にチェック・マークが表示されます。求人の「プ
レスクリーニング」セクションに入力する他のユーザーは、このコンピテンシを使用できます。

別の言語でのコンピテンシの表示

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

コンピテンシ・リストで、コンピテンシの横に アイコンが表示されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 「コンピテンシ」をクリックします。

2. 「アクティブ化された言語」リストから言語を選択します。

結果

選択した言語でコンピテンシが表示されます。

コンピテンシの表示対象の変更

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

「採用」 > 「ライブラリ」 > 「コンピテンシ」

ステップ

1. 「コンピテンシ」をクリックします。
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2. 「編集」をクリックします。

3. 「コンピテンシ・プロパティ」セクションで、「表示可能」ドロップダウン・リストから表示を選択します。

4. 「保存」をクリックします。

結果

選択した表示に従って、選択したコンピテンシが内部、外部、またはすべての候補者に表示されます。
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評価管理用カテゴリ、質問、スキル、質問リストのライブラリ

評価カテゴリの作成

評価カテゴリ・ライブラリは、評価質問および評価質問リストの編成に役立ちます。

評価カテゴリは、採用センターの「ライブラリ」タブで使用可能です。このオプションを表示するには、ユーザー・タイプの権
限をユーザーに付与する必要があります。

デフォルトでは、ライブラリにすべての評価カテゴリが表示されますが、クイック・フィルタを使用すると、カテゴリまたはステー
タス（ドラフト、アクティブ、非アクティブ）、あるいはその両方で一覧表を絞り込むことができます。 ライブラリ・マネージャ
は、新しいカテゴリを作成することも、既存のカテゴリを変更することもできます。 「評価カテゴリの作成」を参照してくださ
い。 新しい評価カテゴリを作成する場合、そのカテゴリは、ユーザーの希望する言語で作成されます。 カテゴリが作成さ
れると、ユーザーは、カテゴリに戻り、カテゴリを翻訳する言語を選択できます。 翻訳が提供されている言語は青色で表
示されます。

評価質問の作成

組織内でライブラリ・マネージャのロールを個人に割り当てることができます。ライブラリ・マネージャのロールは、組織のポリ
シーに準拠した評価質問、スキルおよび評価質問リストの一覧表を最新の状態に維持することです。

評価質問は、採用センターの「ライブラリ」タブで使用可能です。このオプションを表示するには、ユーザー・タイプの権限
をユーザーに付与する必要があります。

質問を作成する前に、ライブラリ・マネージャは、評価質問ライブラリにアクセスし、その質問がライブラリにすでに存在する
かどうかを確認します。クイック・フィルタを使用すると、質問、ステータスおよびカテゴリという基準に従って、質問のフィル
タリングと検索を行うことができます。質問には、1つ以上の語句を入力できます。ステータスには、アクティブ、非アクティ
ブ、ドラフトがあります。カテゴリは、評価カテゴリ・ライブラリで使用可能なカテゴリです。クイック・フィルタの基準は個々に
使用することも、複数の基準を一緒に使用することもできます。質問がフィルタリングされた後、列ヘッダーをクリックして、
リストをソートすることもできます。質問が存在しない場合、ライブラリ・マネージャは、新しい質問を作成できます。「評価
質問の作成」を参照してください。

評価スキルの作成

スキル・ベースの評点質問は、評価管理で使用できます。 採用担当者は、簡易評点スケールを使用して候補者のス
キルを評価できます。候補者同士やポジションに必要なスキル・レベルを比較できます。 チャートで表示できるため、結
果のレビューや応答の比較を視覚化できます。

評価スキルは、採用センターの「ライブラリ」タブで使用可能です。このオプションを表示するには、ユーザー・タイプの権限
をユーザーに付与する必要があります。

評価スキル・ライブラリには、評価質問リストに追加できるスキルが用意されています。評価スキル・ライブラリでは、次の
基準に従ってスキルのフィルタリングと検索を実行するクイック・フィルタを使用できます。

• スキルの名前

• スキルのステータス(アクティブ、非アクティブ、下書き、すべて)

• スキルを分類するカテゴリ

クイック・フィルタの基準は個々に使用することも、複数の基準を一緒に使用することもできます。 スキルがフィルタリング
された後、列ヘッダーをクリックして、リストをソートすることもできます。
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評価質問リストの作成

ライブラリ・マネージャが評価質問リストを作成し、このリストに質問およびスキルを追加します。

評価質問リストは、採用センターの「ライブラリ」タブで使用可能です。このオプションを表示するには、ユーザー・タイプの
権限をユーザーに付与する必要があります。

評価質問およびスキルを作成した後、ライブラリ・マネージャは、これらを既存の質問リストに追加したり、新しい質問リス
トを作成することができます。

ライブラリ・マネージャが質問リストを作成するときに、次の3つのタブが表示されます。

• プロパティ: 質問リストの名前、質問リストの短縮ラベル、質問リストの記入方法に関する説明、質問リストで「質
問」タブ、「スキル評点」タブおよび総合推奨を使用できるようにするチェック・ボックス、推奨応答(テキストの応答、ラ
ジオ選択、ラジオ選択とテキストの応答)のフォーマット(「推奨」フィールドが必須の場合)、質問リスト・ステータス、質
問リストで使用可能な言語、質問リストを分類するカテゴリなどがあります。

• 質問: ここでは、質問リストに質問を追加できます。 ライブラリ・マネージャは、評価者が質問リストに入力する際の
必須の質問を定義し、質問への回答に加重値を追加できます。また、質問の削除、質問の順序変更、質問詳細
の表示または非表示を行うこともできます。 

• スキル評点: 質問リストに適用する評点スケールを選択するボタンが表示されます。 評点スケールはシステム管理
者によって作成されます(後述の構成セクションを参照)。 評点スケールを選択した後で、ライブラリ・マネージャは、評
価者が質問リストに入力する際の必須のスキルを定義できます。また、スキルの追加、削除および順序変更を行う
こともできます(評価スキル・ライブラリで定義されている場合)。 スキルが追加されると、ライブラリ・マネージャは各スキ
ルに必要なスキル・レベルを選択します。
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タスク

タスクは、ユーザーが求人、候補者ファイルまたはオファーに関して実行する必要があるアクションです。

タスクはシステムによって生成され、タスク・チャネル(ホーム・ページ)とタスク・リストに表示されます。

タスク・チャネル

タスク・チャネルには、求人、候補者、オファー、レガシー・オンボーディング、オンボーディング(トランジション)および自己割
当タスクに関連するタスクを表示できます。タスク・チャネル内のハイパーリンクをクリックすると、すべてのタスクを1つのリス
ト・ビューに表示し、クイック・フィルタを使用してリストをフィルタリングできるタスク・リストにアクセスできます。タスク・チャネ
ルのエレメントの詳細は、「センター・ステージ（ホーム・ページ）」を参照してください。

タスク・リスト

タスク・リストは、複数の列にタスク情報を表示し、クイック・フィルタを備えています。列とクイック・フィルタは構成できませ
ん。

タスク・リストでは、タスクは、タスクの所有者または委任された人物のみが実行できます。実行できるタスクには下線が
表示され、クリックできます。システムによって生成されたすべてのタスクでは、期日は「空白」として、優先度は「通常」と
して表示されます。これらのフィールドは、期日と優先度の設定を持たない候補者自己割当タスクをサポートするために
表示されます。

タスク・リストでは、「所有している」フィルタを選択すると、ユーザーが（ユーザーおよびユーザーのアシスタントとして）所有
している求人に関連するタスクが表示されます。システム生成タスクがユーザーに割り当てられている場合は、ユーザーと
ユーザーのアシスタントの両方がそのタスクを実行できます。システム生成タスクがユーザーのアシスタントに割り当てられ
ている場合は、ユーザーのアシスタントとユーザーの両方がそのタスクを実行できます。どちらの場合も、タスクはリンクとし
て表示されます。

使用できるタスク

タスクは、求人ファイル、候補者ファイルおよびオファーに関連付けられます。

求人に関連するタスク 説明

完了待ち 求人を掲載する前に完了する必要があることをユーザーに通知します。このタスクは、

求人の作成時に生成されます。タスクは採用担当者アシスタントに割り当てられます。

いない場合は、採用担当者に割り当てられます。

求人の承認 ユーザーに求人の承認を行うように通知します。

ソーシング準備完了 求人は掲載準備が整ったことをユーザーに通知します。ソーシング準備完了タスクは、

求人が承認され、完了レベルが「ソーシング準備完了」になると生成されます。

求人が「オープンとして保存」アクションによって承認された場合、ソーシング準備完了

タスクは、採用担当者アシスタントに割り当てられます。いない場合は、採用担当者に

割り当てられます。

求人が「承認の要求」アクションによって承認された場合、ソーシング準備完了タスク

は、「承認の要求」ウィンドウの「承認後」セクションに指定されたユーザーに割り当てら

れます。

承認過程の変更 求人に対して「承認過程の変更」アクションを実行するようにユーザーに通知します。

承認過程の変更タスクは、他のユーザーが「承認過程の変更要求」アクションを実行

し、ユーザーを割当て先として選択した場合に生成されます。
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求人に関連するタスク 説明

定義が必要なソーシング方法 特定の求人に対して、掲載とソーシングを定義する必要があることをユーザーに通知し

ます。

協力 協力タスクは、協力者に割り当てられた「協力を依頼」アクションの結果です。特定の

求人に対する協力が必要であることをユーザーに通知します。

採用待ち 何かの理由で自動的に確定されなかったため、求人を手動で確定する必要があること

をユーザーに通知します。

選考プロセスの完了 選考プロセスを完了することをユーザーに通知します。このタスクは、何かが採用プロセ

スを妨げているときに表示されます。タスクは採用担当者アシスタントに割り当てられま

す。いない場合は、採用担当者に割り当てられます。

求人掲載の延長 求人の掲載を延長することをユーザーに通知します。

候補者ファイルに関連するタスク 説明

開始日の確定 仮の開始日で受け入れられたオファーの開始日を確定として設定するようにユーザーに

通知します。

重複チェック 候補者がキャリア・セクションで応募し、重複チェックがただちに実行されない場合は、

重複チェック・タスクが生成されます。タスクは採用担当者アシスタントに割り当てられま

す。いない場合は、採用担当者に割り当てられます。「重複チェック」を参照してくださ

い｡

自己割当タスク 自己割当タスクは、ユーザーが自分自身に対して作成するタスクです。「自己割当タ

スク」を参照してください｡

オファーに関連するタスク 説明

オファーの提示 ユーザーにオファーを提示するように通知します。

オファーの承認 ユーザーにオファーを承認するように通知します。

従業員入社の確認 仮でない開始日を持つオファーを受け入れた候補者を「採用済」と設定するようにユー

ザーに通知します。タスクは採用担当者アシスタントに割り当てられます。いない場合

は、採用担当者に割り当てられます。

タスクの割当てに関するルール

タスクは、次のルールに従って、ユーザーまたはユーザーのアシスタントに割り当てられます。

• システム生成タスクが作成されるとき、割当て先は常に"ユーザーのアシスタント"になります（ユーザーのアシスタント
が特定される場合）。それ以外の場合、割当て先は常にユーザーになります。ただし、タスクがアシスタントに割り当
てられている場合でも、ユーザーはそれらのタスクにアクセスできます。

• ユーザーとユーザーのアシスタントの両方が、タスクの割当て先（ユーザーまたはアシスタント）に関係なく、リンクされた
タスクにアクセスできます。

• システム生成タスクの作成後にユーザーのアシスタントが識別された場合、そのタスクはユーザーに割り当てられたま
まになりますが、リンクされたタスクは、ユーザーとユーザーのアシスタントの両方が使用できます。

• ユーザーのアシスタントがタスクに割り当てられた後、そのアシスタントが削除された場合、タスクは自動的にユーザー
に再割当てされます。
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タスク・リスト内の列

タスク・リストは、複数の列にタスク情報を表示します。

列 説明

要注意インジケータ・フラグ ユーザーが所有している項目で、確認する必要がある項目を示します。

タスク 完了待ちのアクティビティをユーザーに示すリンク。タスクの上にマウスを移動すると、タス

ク・タイプ、割当日および所有者を示すコールアウトが表示されます。

候補者 関連付けられた候補者ファイルへのリンク。候補者の上にマウスを移動すると、電話番

号とEメール・アドレスを示すコールアウトが表示されます。

求人 関連付けられた求人ファイルへのリンク。求人の上にマウスを移動すると、求人ID、アク

ティブ化された言語および機能が表示されます。

割当先 タスクを実行する個人。

コメント コメントを表示するコールアウト。

期日 自己割当タスクにのみ関連。

優先度 自己割当タスクにのみ関連。

ステータス タスクのステータス。
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タスク・リスト内のクイック・フィルタ

タスク・リストには、関連する情報を迅速にフィルタリングするクイック・フィルタが用意されています。

クイック・フィルタ 説明

要注意 要注意インジケータ・フラグ 付きのタスクを表示します。自己割当タスクは、割当て

先が常にタスクの作成者であるため、要注意インジケータ・フラグを持たない唯一のタイ

プのタスクです。

完了したタスクを非表示 ステータスが「完了済」のタスクを取り除きます。

期日 期日が選択値（「すべて」、「来週」、「本日」、「期限超過」）と一致するタスクを表示

します。「期日を持たないタスクを除外」オプションが選択されている場合、期日を持た

ないタスクはリストには表示されません。

タスク・タイプ 選択されたタスクのタイプを表示します。タスク・タイプが指定されない場合は、すべての

タイプのタスクがリストに表示されます。

候補者に関連 選択された候補者に関連するタスクを表示します。

求人に関連 選択された求人に関連するタスクを表示します。

割当先に関連 選択された割当て先に関連するタスクを表示します。

「自分に割り当てられたタスク」フィルタ

「自分に割り当てられたタスク」フィルタは、ユーザーが所有しているタスクと所有していないタスクの混在による混乱を取り
除くために作成されました（ユーザーが所有している求人を対象としています）。

"自分に割り当てられたタスク"フィルタは、タスク・リストとタスク・チャネルで使用できます。タスク・リストでは、このフィルタ
は、"求人のタスクの表示:"ドロップダウン・メニューで使用できます。このフィルタは、タスク・リストにアクセスする際のデフォ
ルト値です。タスク・チャネルでは、"自分に割り当てられたタスク"リンクを使用して、ユーザーに割り当てられたタスクを表
示するタスク・リストにアクセスします。

 

 

タスク・チャネルでは、「自己割当タスク」の下のタスクをクリックして、ユーザーはタスク・リストにアクセスします。タスク・リス
トの値"自分に割り当てられたタスク"は、ホーム・ページでの"次の情報を表示します"フィルタの設定に関係なくデフォル
トで選択されます。
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タスク・チャネルでは、求人、候補者、オファーなどの下のタスクをクリックすると、タスク・リストが表示され、"求人のタスク
の表示:"フィルタの値は、ホーム・ページの"求人の情報の表示:"フィルタで選択した値と同じになります。たとえば、ホー
ム・ページで"所有している"を選択した場合、タスク・リストの"求人のタスクの表示:"フィルタではデフォルトで"所有して
いる"が選択されます。ホーム・ページの"求人の情報の表示:"フィルタでグループが選択された場合は、タスク・リストでも
同じグループが選択されます。

構成プロファイル内に設定できる「情報の表示フィルタのデフォルト値」設定は、タスク・リスト・ビューとタスク・
チャネル・ビューには影響しません。
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タスクの委任

採用センターのユーザーは、休暇や病欠などの事前に設定された短い期間の間、タスクを別のユーザーに委任できま
す。

仕事を委任するユーザー（新しい所有者）を選択する際は、次のルールが適用されます。

• 新しい所有者は、現在の所有者と同じユーザー・タイプの権限を所有している必要があります（制約は含まれませ
ん）。

• 新しい所有者は、少なくとも、現在の所有者とすべて同じグループに属している必要があります。

• 現在の所有者が（Taleoアプリケーション・ユーザーではなく）E共有ユーザーであれば、新しい所有者もE共有ユー
ザーである必要があります。

タスクの委任

前提条件

設定により、この機能のアクティブ化が許可されている必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

新しい所有者は、現在の所有者とは異なっている必要があります。新しい所有者は、現在の所有者と同じユー
ザー・タイプの権限を所有している必要があります。新しい所有者は、現在の所有者とすべて同じグループに属して
いる必要があります。現在の所有者がE共有ユーザーであれば、新しい所有者もE共有ユーザーである必要がありま
す。

ステップ

1. 右上隅の「リソース」メニュー内の「自分の設定」をクリックします。

2. 「一般」タブで、「委任」をクリックします。

3. 「検索」をクリックして、自分の仕事を委任するユーザーを選択します。

4. をクリックしてカレンダをオープンし、開始日と終了日を選択します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

指定した期間、タスクが別のユーザーに委任されます。
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自己割当タスク

自己割当タスクは、採用センターのユーザーが自分自身に対して作成するタスクです。

採用センターのユーザーは、候補者ファイルを選択し、後で実行する自己割当タスクを作成し、タスクを予定どおりに完
了するためにリマインダをアクティブ化できます。自己割当タスク機能は、候補者のステップの変更時に使用することもで
きます。

たとえば、John Doyleに対して、翌週の月曜日にインタビューを行うための電話を今週中にかけるとします。John
Doyleの候補者ファイルをオープンし、自己割当タスクを作成し（例: "月曜日のインタビューを確認する"）、金曜日の
リマインダを設定します。金曜日の朝、翌週の月曜日にインタビューできるかどうかをJohnに確認する電話をかけるよう
に通知するEメール・メッセージを受信します。このEメール・メッセージにはリンクが含まれていて、そのリンクをクリックする
と、このタスクに関するすべての情報にアクセスできます。その後、自分のタスク・リストで、John Doyleに関するタスクをク
リックしてこのタスクの詳細を確認するとともに、この候補者およびこの候補者が応募した求人に関する情報を確認しま
す。Johnの候補者ファイルで電話番号を調べて、インタビューするための来社を依頼する電話をかけることができます。タ
スクが完了した後（つまりJohnに電話した後）、「「完了済」ステータスを選択してタスクが完了したことを示す必要があり
ます。"月曜日のインタビューを確認する"というタスクはタスク・リストに表示されなくなります。

自己割当タスクは、複数の候補者ファイルに対して作成することもできます。たとえば、電話によるスクリーニング対象とし
て事前にフィルタ処理された候補者のリストがある場合に、最初のスクリーニングを行うための1件の自己割当タスクを作
成できます。選択された候補者ごとに別々の自己割当タスクがシステムによって自動的に作成されます。

自己割当タスクは、作成者のみが表示できます。新しいユーザーに委任または譲渡するためにリダイレクトすることはでき
ません。

リマインダは、毎日午前中にユーザーに送信されます（適切なタイム・ゾーンに従います）。

自己割当タスクはレポートできません。自己割当タスクを示すレポートは作成できません。

自己割当タスクの作成

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルを選択します。

2. 「他のアクション」リストから「自己割当タスクの作成」を選択します。

3. タスク・ウィンドウで、必要に応じて情報を入力します。

4. 「保存してクローズ」をクリックします。

結果

自分宛にEメール・メッセージが送信されます。メッセージには、タスクの情報にリダイレクトするリンクが含まれます。こ
のタスクは、タスク・リストに表示されます。

自己割当タスクの削除

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

自己割当タスクのみを削除できます。

ステップ

1. タスク・リストで、「タスク」列のタスクの上にマウスを移動します。
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2. をクリックします。

結果

自己割当タスクが、タスク・リストから削除されます。
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チェック・タスクの複製

重複チェック・アクションがアクティブ化されるフロー（人材採用会社、紹介者または候補者フロー）の中で検出される潜
在的な重複に関して、採用センター・タスク・リストの重複チェック・タスクを実行できます。

この機能が有効なときに、潜在的な重複がシステムによって検出された場合は、求人の所有者（採用担当者アシスタ
ント）に重複チェック・タスクが送信されます。採用担当者アシスタントが定義されていない場合は、採用担当者に送信
されます。プロファイル・コンテキストで実行される重複チェック・タスクでは、潜在的な重複が検出された場合は、採用担
当者がいないため、タスクはシステム管理者によって構成される設定に定義された人物にリダイレクトされます。

タスクを割り当てられた人物が重複チェック・リストを実行します。重複は、クイック検索結果リストに表示されます。タスク
を割り当てられた人物は、重複しているファイルをマージできます。

重複チェック・タスクでは、拡張検索インデックスを使用します。これにより、多少の遅延が発生する可能性が
あります。

重複チェック・タスクの実行

ステップ

1. 「タスク」タブをクリックします。

2. クイック・フィルタ・パネルの「タスク・タイプ」から、「重複チェック」を選択します。
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従業員入社の確認タスク

従業員入社の確認タスクは、仮でない開始日を持つオファーを受け入れた候補者を「採用済」と設定するための通知
を受け取るために使用します。

従業員入社の確認タスクは、採用担当者アシスタントに割り当てられます。該当する人物がいない場合は、採用担当
者に割り当てられます。

従業員入社の確認タスクは、オファーの開始日に達したときに表示されます。

従業員の入社を確認するときは、次のオプションが表示される可能性があります。

• はい、従業員は出席しています。: 従業員が入社したことを確認します。自動採用機能が有効な場合、候補者は
自動的に雇用されます。

• はい、従業員は出席しています。 - 今すぐ選考プロセスを完了: 従業員が入社したことを確認します。「ステップとス
テータスの変更」ウィンドウで、現在のステータスが完了ステータスの場合は、「移動」アクションが提示されます。それ
以外の場合は、「ステータスの変更」アクションが提示されます。

• いいえ、候補者は出席できませんでした。新規開始日を指定します。: 「開始日の更新」ウィンドウが表示され、新
しい開始日を入力できます。

• いいえ、候補者はオファーを拒否しました。: 「オファーの拒否」ウィンドウが表示され、候補者が考え直してオファーを
拒否することを決めた理由を示すコメントを入力します。

システム管理者は、新規雇用の開始日の前に従業員の入社を確認できるように、リマインダを送信できます。これは、
「従業員入社の確認のリマインダ」設定を構成し、1～7（日）の値を指定することで実行できます。

設定 説明 デフォルト値 場所

従業員入社の確認のリマインダ 新規雇用開始日のX日前に従業

員入社の確認を求める通知をユー

ザーに送信します。

リマインダなし 「構成」 > [採用] > 設定

従業員入社の確認

前提条件

従業員入社の確認タスクは、常に採用担当者アシスタントに割り当てられます。採用担当者アシスタントがいない
場合は、採用担当者に割り当てられます。

ステップ

1. 「タスク」タブをクリックします。

2. クイック・フィルタ・パネルの「タスク・タイプ」から、「従業員入社の確認」を選択します。

3. いずれかのオプションを選択することで、候補者が入社したかどうかを示します。

4. 「完了」をクリックします。
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連絡事項

連絡事項

連絡事項は、1名以上の受信者に同時に送信できるメッセージです。

連絡事項を送信するとき、ユーザーはメッセージを新規で作成することも、システム管理者によって定義されたメッセー
ジ・テンプレートを使用することもできます。連絡事項は、Eメール経由でセキュア・メッセージ・センターに送信できます。ま
たは、印刷してFAXで送るか通常郵便で送ることもできます。

連絡事項に添付を含めることができます。添付の最大サイズは、システム管理者が指定します。

連絡事項は、最大150名の候補者に同時に送信できます。

ユーザーが連絡事項の送信、メッセージのゼロからの作成および連絡事項へのファイルの添付を行うには、適切なユー
ザー・タイプの権限を付与されている必要があります。

セキュアなメッセージ配信

キャリア・セクションのユーザーにEメールで送信される情報の管理を強化することを希望するお客様は、セキュアなメッ
セージ配信機能を有効にすることを選択できます。 この機能を有効にすると、すべてのメッセージは、お客様のすべての
キャリア・セクションからアクセスできるセキュア・メッセージ・センターに配信されます。 メッセージの受信者は、メッセージ・
センターにアクセスして、自分のメッセージを取得します。

セキュアなメッセージ配信機能は、キャリア・セクションのユーザー（つまり、候補者、エージェントおよび紹介者）に送信さ
れるメッセージのみに適用されます。採用センターのユーザーや他のTaleo製品から送信されるメッセージには影響しませ
ん。

メッセージがEメールで送信された場合（自動メッセージであるか、送信者がEメールで送信することを選択したかは問い
ません）、メッセージの受信者は、Eメールで実際のメッセージを受信するのではなく、ディープリンクを含むメッセージ配信
通知を受信します。メッセージの受信者がメッセージ配信通知を受信するには、ファイルに有効なEメール・アドレスが入
力され、通知テンプレート・メッセージがアクティブである必要があります。

1つのEメール・アドレスに送信されるすべてのメッセージは、そのEメールにリンクされたすべてのセキュア・メッ
セージ・センターからアクセスできます。 このため候補者は、共有受信トレイを介してメッセージを受信したかの
ように、互いのメッセージの内容を確認できます。 これが望ましくない場合は、「Eメール一意性」設定を変更し
ます（「構成」 > [採用]設定）。

メッセージ受信者がこのメッセージ・センターにアクセスするには、メッセージ内のディープリンクをクリックした後、ユーザー名
とパスワードを入力することで自分自身を認証する必要があります。ユーザーがまだアカウントを持っていない場合は、
メッセージにアクセスする前にアカウントを作成する必要があります。または、「自分のメッセージ」タブをクリックすることで、
任意のアクティブなキャリア・セクションからメッセージ・センターに直接アクセスできます。

メッセージの受信者は、メッセージ・センターにアクセスした後、自分のメッセージを読んだり、削除したり、メッセージに添
付されたファイルをダウンロードして表示したりできます。受信者は、添付にアクセスする前に、ダウンロードに同意する必
要があります。キャリア・センターのユーザーがブラウザの印刷機能を使用してメッセージを印刷する場合、メッセージは印
刷用のフォーマットで表示されます。

受信者が特定のメッセージを表示するとき、「前」リンクと「次」リンクを使用すると、リスト・ビューに戻らずにメッセージ間を
移動できます。メッセージは、削除することもできます。「戻る」をクリックすると、メッセージ・リストに戻ります。

メッセージの送信者は、Eメール・アドレスを持たないキャリア・セクションのユーザーに対してもメッセージを送信できます。
これらのユーザーは、メッセージ・センターから自分のメッセージにアクセスできます。たとえば、システムに存在する候補者
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がEメール・アドレスを入力しなかったとします。採用担当者は、採用センター連絡事項ウィザードを使用して、この候補
者にEメール・メッセージを送信できます。

メッセージ・センター

メッセージ・センターの外観は、キャリア・セクションと同じです。それは、キャリア・セクションのテーマとブランディングを採用し
ます。メッセージ・センター内のメッセージは、メッセージ・テンプレートの書式設定属性を保持します。

メッセージ・センターの言語は、メッセージ・センターのアクセス元の言語と一致します。 ユーザーがキャリア・セクションから
アクセスしている場合、メッセージ・センターはキャリア・セクションと同じ言語で表示されます。 通知に含まれるディープリン
クからアクセスしている場合、メッセージ・センターはユーザーに送信された通知と同じ言語で表示されます。 メッセージ・
センターのメッセージは、メッセージを送信するために使用された言語になります。

メッセージ・センターの右側にヘルプ・テキストが表示されます。デフォルトのユニバーサル・ヘルプ・テキストはTaleoによって
用意されますが、TexToolを使用して編集できます。このテキストは、必要に応じて、キャリア・セクションの管理者がキャ
リア・ポータル・ページのユーザー定義ラベル機能を使用してカスタマイズできます。このテキストの変更は、特定のキャリ
ア・セクションのメッセージ・センターのみに影響します。

メッセージ・センターは、過去6か月に送信された最大100件のメッセージを保存します。100件を超えるメッセージが配信
された場合は、最新の100件のメッセージのみにアクセスできます。

件名がないメッセージは、メッセージ・センターからオープンできません。

メッセージ・センターが有効になっているときに連絡事項を送信する場合、メッセージ・ヘッダーの「宛先」、
「CC」および「BCC」の各フィールドは使用できません。したがって、採用センターのユーザーは、メッセージの受
信者を編集できません。 さらに、採用センターのユーザーは、通信事項の手動での送信時に受信者を追加
することはできません。

採用センターのユーザーが、候補者の「履歴」タブからメッセージを再送信すると、元のメッセージで使用され
た配信方法が複製されます。  メッセージ・センターを有効にする前にメッセージが送信されていた場合、このよ
うなメッセージの再送信を選択すると、メッセージはメッセージ・センターには再送信されず、元のEメール・アドレ
スに送信されます。

標準連絡事項の送信

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

連絡事項は、最大150名の候補者に同時に送信できます。

ステップ

1. 候補者リストで、1人以上の候補者を選択します。

2. 「他のアクション」リストで、「連絡事項の送信」を選択します。

3. 「テンプレートから作成」を選択します。

4. をクリックしてテンプレートを選択します。

5. 「次」をクリックします。

6. Eメールでメッセージを送信する場合は「送信」を、印刷する場合は「印刷」をクリックします。

結果

選択したオプションに応じて、メッセージは印刷されるか選択した候補者に送信されます。

次ステップ

メッセージを印刷した場合は、メッセージを候補者にFAXするか、郵便で送ることができます。
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カスタム連絡事項の送信

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ファイルをメッセージに添付するには、ユーザー・タイプの権限が必要です。

ステップ

1. 候補者リストで、1つ以上の候補者ファイルを選択します。

2. 「他のアクション」リストで、「連絡事項の送信」を選択します。

3. 「ゼロから作成」を選択します。

4. 赤いマークが付いている必須フィールドに情報を入力します。

5. 「次」をクリックします。

6. 「メッセージ」フィールドにメッセージを入力します。

7. メッセージにファイルを添付するには、「参照」をクリックし、ファイルを選択して、「添付」をクリックします。

8. 「送信」をクリックします。

連絡事項の再送信

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 候補者ファイルで、「履歴」タブをクリックします。

2. 「詳細」列で、送信された連絡事項に対応するリンクをクリックします。

3. 「再送信」をクリックします。

4. コメントを追加します。

5. 「次」をクリックします。

6. 「送信」をクリックします。

結果

前に送信された連絡事項が再度送信されます。
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スクリーニング・サービス

スクリーニング・サービス

組織は、外部パートナから専門スクリーニング・サービスの提供を受けることを選択できます。

スクリーニング・サービス・パートナは次のようなサービスを提供できます。

• 候補者アセスメント
• 経歴チェック
• 税金控除資格チェック
• インタビュー・ガイド
• インタビュー・スケジューリング
• 候補者の資格、動機、能力および適格性を識別および測定するための検証済テスト

スクリーニング・サービスを求人フローで使用するには、その前にスクリーニング・サービスがOracleサポートによってアクティ
ブ化される必要があります。サービスは外部ツールを使用してアプリケーションに提供され、サービスに追加の構成が必要
でない場合、サービスはデフォルトで使用可能になります。

Oracleサポートによってサービスが使用可能になると、サービスはシステム管理者によるアクティブ化または非アクティブ化
が可能になり、求人を作成するときに採用センターのユーザーに対して利用可能または使用不可にできます。

すべてのスクリーニング・サービスはプロパティが同じですが、それらのプロパティの設定はサービスによって異なります。シス
テム管理者はスクリーニング・サービスを構成（つまり、入力フィールド、フレーズなどを変更）できます。

外部サービスが利用可能な言語は、サービス・プロバイダとベンダーが使用している言語に依存します。

スクリーニング・サービスは採用センターのユーザーが使用できます（ユーザーに適切なユーザー・タイプの権限が付与され
ている場合）。

スクリーニング・サービスの要求

前提条件

スクリーニング・サービスをシステムで使用可能にする必要があります。

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

候補者が選択プロセス中に存在している必要があります。

ステップ

1. 候補者リストで、候補者の名前をクリックします。

2. 「他のアクション」リストで、「スクリーニング・サービスの要求」を選択します。

3. 「登録されているサービス」ドロップダウン・リストからサービスを選択します。

4. 「完了」をクリックします。

結果

候補者はスクリーニング・サービスからの要求を受信します。

求人へのスクリーニング・サービスの追加

前提条件

スクリーニング・サービスがOracleサポート担当者によってアクティブ化されている必要があります。
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ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルの「求人」タブで、「編集」をクリックします。

2. 「スクリーニング」セクションで、求人の希望するサービスを選択します。

3. 「保存してクローズ」をクリックします。

スクリーニング結果

経歴チェックや税金控除資格チェックなどのスクリーニング結果は、候補者ファイルの「ジョブ応募」タブに表示されます。

スクリーニング情報は次の列に表示されます。

• 要求者

• 要求日

• プロバイダ・ステータス

• ステータス

• 結果要約

「詳細」リンクをクリックすると、選択したトランザクションの詳細が表示されます。システム管理者はこのビューを構成でき
ます。パートナの更新情報も表示されます。

「前回の要求」リンクをクリックすると、同じプロバイダの以前のトランザクションにアクセスできます。

経歴チェックについては、採用センターのユーザーは、候補者が経歴チェックに同意した場合にのみ該当候補
者が記入したデータを表示できます。

結果は必要に応じてシステム上で自動的に再利用されます。スクリーニング・サービスの結果が別の候補者の提出に
該当する場合、その結果が自動的に新しいジョブ応募で再利用されます。したがって、候補者は、キャリア・セクションで
応募するときに、すでにスクリーニング・サービスのアクティブな情報が保存されている場合にはスクリーニング・サービスを
受ける必要がありません。スクリーニング結果は、該当のスクリーニング・サービスを構成しているすべての応募の候補者
ファイル・スクリーニング・セクションに自動的に表示されます（「パートナ」スクリーニング・サービスでの結果の同期は不要
です）。また、結果が有効な場合には、候補者のすべての応募の処理が自動フローにより自動的に進行します。

候補者ファイルの「履歴」タブには、各トランザクションとパートナから送信された更新に関する詳細情報が表示されま
す。

候補者の「一般プロファイル」では、結果をすべての応募で再利用できるようになっていれば、任意のジョブ応募について
候補者が完了したスクリーニング・サービスの結果を表示できます。
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Taleoアセスメント

アセスメント

職場でのアセスメントは、ジョブまたは企業文化に関連する知識、スキル、能力および行動の属性を査定するために使
用されます。これは、スクリーニング・サービス、テスト、サーベイ、試験、評価、シミュレーション、ワーク・サンプル、アセスメ
ント・センター、インタビュー・ガイド、または実際のジョブ・プレビューと呼ばれることもあります。雇用主はアセスメントを使
用して、応募者を採用し、従業員の育成と昇進を行い、内外の人材プールから優秀な人材を集めます。

職場でのアセスメントの研究、開発および使用に関わる専門分野には、産業・組織（I/O）心理学と組織開発（OD）が
あります。また、職場でのアセスメントの公正な使用は、各州や連邦レベルで、または領土、国および地域/多国間レベ
ルで、米国雇用均等委員会（EEOC）など様々な政府組織によって監視されます。

作成者は、専門資格によっては、次のアセスメント・サービスにも携わることがあります。

• ジョブの分析 – ジョブに関連するコンピテンシを判別して、アセスメントに含めます。

• 有効性の研究 – 選択したコンピテンシに関してアセスメントが信頼できる有用な手段であるかどうか、またアセスメン
トによってジョブ・パフォーマンスをどの程度予測できるかを判別します。

• 悪影響の分析 – アセスメントが、保護対象グループに潜在的に悪影響を与えたり、不当な偏見を助長したりする
可能性がないかを判別します。

• 事業への影響の研究 – 有効なアセスメントを一定期間使用した場合の、コストの節約、時間の短縮または投資
利益率を判別します。

Taleoアセスメント結果を使用した候補者の評価

アセスメント結果を使用して候補者を評価するとき、推奨される方法に従うことで、採用の成功につながります。

アセスメントの要約は、「ジョブ応募」タブの「スクリーニング」セクションの「候補者の提出」にあります。

デフォルトでは、候補者は3つの区分（赤、黄および緑）に配置されます。区分の名前は会社のプリファレンスによって変
更できます。

候補者を評価する最初の手順は、グローバル区分に注目することです。グローバル結果が緑の候補者を先にレビューし
てください。黄色の候補者はレビューしてもかまいません。グローバル区分が赤色の候補者はレビューしないことをお薦め
します。

次の手順では、候補者のそれぞれのディメンション結果をレビューします。緑のディメンション区分が多い候補者から順に
レビューしてください。たとえば、緑のディメンション区分が6個ある候補者の方が、緑のディメンション区分が4個の候補者
に比べてインタビューに進ませる候補者として適しています。

インタビューを計画するとき、採用マネージャはアセスメントのディメンション結果をレビューする必要があります。黄色や赤
のディメンション分野には、インタビューの際に十分に注意を向ける必要があります。ディメンションの分野に関しては、行
動ベースのインタビュー質問の使用が、候補者のコンピテンシを評価する最適な方法です。自動的に生成されるインタ
ビュー・ガイドは、アセスメント結果に含めることができるオプション機能です。

最終評価では、求人されているロールと候補者のアセスメントのディメンション結果が一致するかどうかを判断します。採
用マネージャまたは採用担当者は、求人されている特定の職種に関する固有のコンピテンシ要件を十分に理解する必
要があります。その知識を使用して、候補者のアセスメント結果と、所定のロールに固有のコンピテンシ要件を比較して
ください。
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「候補者の提出」のアセスメント結果フィールド

フィールド 説明

要求者 スクリーニング・サービスを要求している人の名前。アセスメントの場合、通常、これは
候補者の名前です。「キャリア・セクション」で応募する際に要求が行われるためです。

要求日 アセスメントが要求された日付。

プロバイダ・ステータス パートナ側での要求のステータス。このフィールドは空白になることがあります。表示され
る値はパートナごとに異なる場合があります。

ステータス Taleo側での要求のステータス。「アセスメントのステータス」を参照してください。

結果要約 パートナの証明書で、1つのフィールドを「結果要約」フィールドとしてマークできます。ア
セスメント・パートナから取得される値です。表示される値はパートナによって異なること
があります。

詳細 「詳細」リンクを使用すると、「詳細」ビューがオープンします。ここには、評価されたディ
メンションの概要と候補者のディメンション区分が示されます。要約ビューに戻るには、
「戻る」をクリックします。

前回の要求 「前回の要求」リンクを使用して、同じプロバイダとの前回のトランザクションにアクセスで
きます。

結果有効期限 結果の有効性。この日付を過ぎると、結果は無効になります。

最終処理日 最後のアクティビティが実行された日付。

照会先番号(社内) 要求のTaleo ID。

照会先番号(社外) 要求のパートナID。

オンライン・アセスメント・ソリューション 対応する求人対して指定された入力パラメータ。

結果 このセクションには、パートナから返されたアセスメント結果フィールドが表示されます。

プロバイダ詳細結果 「プロバイダ詳細結果」リンクを使用すると、パートナ・サイトにナビゲートするためのウィン
ドウがオープンし、アセスメント結果に関する詳細が表示されます。

「候補者の提出」でのアセスメントのステータス

ステータス 説明

プロバイダの応答を待機中 候補者がアセスメントを受けようとしてリンクをクリックすると、アセスメント・プロバイダ
に要求が送信されます。いったん応答が受信されると、ステータスが「処理できませ
ん」、「サービス要求済」または「候補者に送信」に変化します。

処理できません 要求とアセスメント要求の認識が関連付けられませんでした。Oracleサポートに問
い合せてください。

サービス要求済 候補者がアセスメントを受けるためにリンクをクリックしました。

候補者に送信 システムが要求を処理し、アセスメントのリンクを候補者にEメールで送信しました。

進行中
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ステータス 説明

プロバイダにより確認済 アセスメントが完了しました。候補者がアセスメントを終了した場合、スコアを確認
できます。スコアを確認できない場合、候補者がタイム・アウトしてアセスメントを完
了しています。

期限内に応答しなかったパートナ 「要求のタイム・アウトまでの待機遅延(時間)」の時間制限が適用されました。

期限内にEメールに回答しなかった候補者 「候補者がEメールに回答しなければならない期限(時間)」の時間制限が適用され
ました。

候補者による辞退済 候補者がアセスメントを辞退しました。

アセスメントのバージョン

複数のバージョンのアセスメントを使用できます。

アセスメントの質問はすべてのバージョンで同一ですが、プロパティや配点方法を変えることができます。アセスメントの
バージョンは、アセスメントの再実行やスコアに影響します。

区分

区分はスコアの階級です

候補者がアセスメントを受けると、受けたアセスメントのバージョンでディメンション・スコアとグローバル・スコアが計算されま
す。候補者のディメンション・スコアとグローバル・スコアが、1つの範囲に収まります。この範囲がTaleoアセスメントで区分
と呼ばれます。

区分の名前は組織ごとに変えることができます。Taleoアセスメントのデフォルトでは、候補者のアセスメント・スコア範囲
が赤、黄、緑の3つのグループに分けられます。

• 赤色の候補者のスコアは、平均をかなり下回ります。

• 黄色の候補者のスコアは、平均をわずかに下回ります。

• 緑色の候補者のスコアは、平均を上回る優れたスコアです。候補者の上位40%はこのグローバル区分になります。
採用に最も適した候補者は、通常、この区分に含まれています。

例:

ABC Corporationのアセスメントでは3つのディメンション（対人スキル、誠実さおよび忠誠心）が査定されます。レ
ジ係向けのアセスメントのプロパティの場合、誠実さは点数が-20～30の範囲で重要度の重みが40%、忠誠心は
点数が-10～10の範囲で重みが10%、対人スキルは点数が-40～30の範囲で重みが50%です。グローバル範囲
は-29～28です。

各ディメンション・スコアには3つの区分（赤、黄および緑）があります。区分の範囲は、生成される可能性があるすべ
てのスコアを含む必要があります。

誠実さのディメンションの区分は次のように分かれます。

• 赤色は、点数の範囲が-20～-5です。

• 黄色は、点数の範囲が-5.1～15です。

• 緑色は、点数の範囲が15.1～30です。
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インタビュー・ガイド

インタビュー・ガイドは、オプションのスクリーニング手段です。採用担当者または採用マネージャに、特定の候補者のアセ
スメント回答や、その候補者のアセスメント結果に応じたインタビュー質問が提供されます。

アセスメントの1つのバージョンが作成される際に、アセスメントの作成者はインタビュー・ガイドの生成をアクティブにするか
どうかを選択できます。このオプションが使用可能になっている場合、そのバージョンのアセスメントを受ける従業員のため
にインタビュー・ガイドが生成されます。

インタビュー・ガイド生成を使用可能にするかどうかは、アセスメント・バージョンのプロパティを割り当てるときに決定しま
す。

インタビュー・ガイドの内容

名前 説明

応募者の情報

ジョブ名 「採用」のジョブ名が自動的に入力されます。

応募者名 「採用」の応募者名が自動的に入力されます。

応募日 「採用」の応募日が自動的に入力されます。

アセスメント完了日 「採用」からアセスメント完了日が自動的に入力されます。

プレスクリーニング結果 「採用」のプレスクリーニング結果が自動的に入力されます。

ジョブとの総合的な一致

ディメンション・テキスト アセスメント全体について説明するアセスメント・バージョン固有のテキスト。このテキ
ストにはディメンション・テキストというラベルはありません。

合格 グローバル区分が失格とマークされ、候補者がその区分に含まれる場合、この値は
「いいえ」です。候補者のグローバル区分に失格マーカーがない場合、この値は「は
い」です。

優秀 グローバル区分が優秀とマークされ、候補者がその区分に含まれる場合、この値は
「はい」です。

グローバル区分 グローバル・スコアに基づく候補者のグローバル区分。

グローバル解釈 グローバル区分の結果をどのように解釈するかという説明。

結果の要約表 査定対象のディメンションと候補者のディメンション区分をリスト表示します。

インタビュー・ガイドライン インタビュー担当者への指示。

インタビュー・ガイドの質問 すべての候補者に尋ねるデフォルトのインタビュー質問。

ディメンション固有の情報

影響 採用マネージャが候補者に対する個人的な印象をメモするために使用できるレー
ティング基準。

ジョブに適した性格の評価 採用マネージャが候補者に対する個人的な印象をメモするために使用できるレー
ティング基準。

ディメンションの摘要 査定されたディメンションの情報。
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名前 説明

解釈 候補者のディメンション区分の解釈方法に関する情報。

ディメンションのインタビュー質問 インタビュー・ガイドのこの部分は、2種類のインタビュー質問で構成されます。この
ディメンションを含むすべてのアセスメントに記載されるインタビュー質問と、候補者の
ディメンション区分に応じて記載されるインタビュー質問です。

アセスメント質問 検証対象としてマークされている回答の、アセスメントの質問と回答の組合せ。これ
らの質問と回答が候補者のインタビュー・ガイドに記載されるのは、その候補者が検
証対象としてマークされている回答を選択した場合のみです。
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日次採用レポート

日次採用レポートは、1件以上の求人に関する統計が含まれているEメール・メッセージです。

日次採用レポートは求人の「レポート」タブで構成できます。採用センターのユーザーは、レポートに求人が含まれている
ことを示したり、求人に関する統計を記載したEメール・メッセージの受信者を選択できます。

日次採用レポートでは次の統計を使用できます。

• グローバル統計: 新規応募、データベース内の候補者、採用サイクルの各種ステージの求人数

• （採用担当者または所有者としての）あなたに割り当てられた求人の統計: 新規候補者数と掲載された求人数

• 受信者または関心を持ったチーム・メンバーの求人の詳細: 求人のタイトルとステータス、ステータス別候補者数、
オープン掲載日とクローズ掲載日

日次採用レポートへの求人の追加

前提条件

ユーザー・タイプの権限により、この機能へのアクセス権がユーザーに付与されている必要があります。

ステップ

1. 求人ファイルで、「レポート」タブをクリックします。

2. 「レポートの変更」をクリックします。

3. "この求人は、日次採用レポートに含まれます。"オプションを選択します。

4. レポートの受信者を選択します。

5. 「完了」をクリックします。

結果

求人の「レポート」タブに、その求人がレポートに含まれることが示されます。受信者の名前も表示されます。
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埋込みレポート

Taleo採用の顧客は、Oracle Business Intelligence (OBI) Publisherテクノロジを使用して、所有するすべての採用
データに関するレポートを作成できます。エンド・ユーザーは、Taleo採用センター内でレポートを直接インポート、カスタマ
イズおよび実行できます。

採用センターでは、レポートへのアクセスおよびレポート作成の権限を付与されているユーザーに対して、ナビゲーション・
バーに「レポート」リンクが表示されます。「レポート」ウィンドウは、次の2つのタブに分割されています。

• 自分のレポート

• レポート・リスト

「自分のレポート」タブには、自分がこれまでに生成したレポートのリストが表示されます。各レポートについて、レポート
名、要求日およびレポートのステータスが表示されます。生成済のレポートは、名前をクリックして参照できます。ドロップ
ダウン・メニューを使用すると、レポートに対する様々なアクションを実行できます。

• 表示: 生成済のレポートを、選択した出力形式でダウンロードします。レポートの名前をクリックする操作と同じです。

• レポートのエクスポート: レポートをxml形式でエクスポートします。

• データのリフレッシュ: システムの最新データを使用してレポートを実行します。

• 削除: 生成済のレポートを削除します。「レポート・リスト」の実際のレポートは削除されません。

 

 

「レポート・リスト」タブには、自分が生成できるすべてのレポートが表示されます。レポートはカテゴリ別にグループ化され
ています。カテゴリに関連付けられていないレポートは、リストの下にある"未分類"グループにグループ化されます。レポー
トの説明はコールアウトで表示されます。

レポートの構成方法に応じて、「カスタマイズ」の下で異なるパラメータを選択できます。レポートの出力形式も選択でき
ます(PDF、RTF、HTML、XLSX)。「レポートを圧縮」オプションを選択すると、レポートをZipファイルとして出力できます。
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一度実行したレポートは「自分のレポート」リストで選択でき、ステータスは「準備完了」になります。
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