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Social Sourcingとこのガイドについて

Oracle Taleo Social Sourcingについて
Oracle Taleo Social Sourcing (「TSS」または「OSS」とも呼ぶ)は、人材採用サービス(キャリア・サイト、ジョブの掲
載、ジョブのPRのためのキャンペーンやメッセージ、候補者の社員紹介、応募など)を提供する、企業向けのWebサービ
ス・ポータルです。
Social Sourcingは、ソーシャル・メディア・チャネル(Facebook、LinkedInまたはTwitter)、Oracle Taleo
Enterprise (TE)やOracle Taleo Business Edition (TBE)などの採用およびキャリアに関するアプリケーション、
およびその他の応募者トラッキング・システム(ATS)と統合できます。
サイト・モードは、次のようなサイトとして動作するように設定できます。

• 外部の候補者がジョブの検索、応募、プロファイルや提出物の確認を行うためのジョブ・サイト。
• 内部ユーザーが、ジョブの共有機能や紹介機能を使用するためのサイト。
• これらの両方の機能を備えたサイト。

Social Sourcingを次のような用途で使うように、サイトのプリファレンスを設定することもできます。

• 社内の従業員向けのジョブ・サイト。
• 元従業員向けのジョブ・サイト。
• これらの両方の機能を備えたサイト。

構成
これらの機能の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

≪サイト・モード｜Site Mode｜Taleoselminds≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社
｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪アプリケーショ
ン｜Application｜Taleoselminds≫」

≪サイト・プリファレンス｜Site
Preference｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社
｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪アプリケーショ
ン｜Application｜Taleoselminds≫」
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このガイドについて
このガイドでは、Social Sourcingアプリケーションにおいて管理者が使用できる構成管理機能と、管理者やその他の
ユーザーが使用できるユーザー設定管理機能について説明します。

• Social Sourcingでは、管理者ロールを持つユーザーがアプリケーション内の「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域から、アプリケーション全体の設定を効率的に構成し、サイトを構築
できます。

• 管理者、採用担当者、従業員やその他のロールを持つエンドユーザーは、アプリケーションの「≪設定
｜Settings｜Taleoselminds≫」領域で各自のアカウント情報を簡単にパーソナライズできます。

それぞれのユーザーが利用できる詳細な機能と特徴は、組織における実装と、各ユーザー・ロールに付与さ
れたアクセス権によって異なります。

ナビゲーション・パス
このガイドでは、特に構成設定および実行タスクに関して、主な機能へのナビゲーション・パスを示しています。
ナビゲーション・パスには簡潔な表記方法を使用しています。たとえば、次のように表記しています。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪検索
｜Search｜Taleoselminds≫ > [「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」ページ] ≪ウィジェット
の作成｜Create a Widget｜Taleoselminds≫ > [≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫]
[≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫].
説明:

• ナビゲーション・パス全体を太字で示します。
• 大カッコ内の用語([TSS]、[≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫]など)は、ユーザー・アクションが不要

なUI要素で、ユーザーがシステムのどの場所にいるかを確認できるように示しているものです。
• 大カッコで囲まれていない用語(「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」や「≪ウィジェットの作成｜Create a

Widget｜Taleoselminds≫」など)は、リンクやボタンのクリックなど、ユーザー・アクションが必要なUI要素を示して
います。

• 右矢印は、パス内の次のステップへの移動を示しています。
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Social Sourcingの構成の基本

構成とユーザー設定
「≪ユーザー設定｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」ドロップダウンからは、構成、ユーザー設定、採用
担当者を招待し、チャネルを管理する機能、ユーザーのサイン・アウトなどのオプションにアクセスできます。
ホーム・ページ・ヘッダーの右上にある「≪ユーザー設定｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」ドロップダウ
ン(ラベルとして自分のユーザー名が表示されます)から、構成およびユーザー設定にアクセスします。ドロップダウン・メ
ニューをクリックしてリストから表示および選択できるオプションは、次のとおりです。

• ≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫
• ≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫
• ≪採用担当者を招待｜Invite a Recruiter｜Taleoselminds≫
• ≪自分のチャネルの管理｜Manage My Channels｜Taleoselminds≫
• ■ペルソナの作成｜Create Persona□
• ≪サイン・アウト｜Sign Out｜Taleoselminds≫

使用可能なオプションは、ユーザーのロールと組織における実装によって異なります。
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」と「≪採用担当者を招待｜Invite a
Recruiter｜Taleoselminds≫」を使用できるのは管理者のみです。■ペルソナの作成｜Create
Persona□を使用できるのはOracleの管理者のみです。

≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域は、管理者(Taleo、コンサルタント、パートナおよび顧客の)が
使用でき、次のセクションで設定および管理機能を使用できます。

• ≪会社｜Company｜Taleoselminds≫
• ≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫
• ≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫
• ≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫
• ≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫
• ≪ソーシャル・チャネル｜Social Channels｜Taleoselminds≫
• ≪キャンペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫
• ≪タレント・コミュニティ｜Talent Community｜Taleoselminds≫
• ≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫
• ≪検索｜Search｜Taleoselminds≫
• ≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫
• ≪辞書｜Dictionary｜Taleoselminds≫
• ≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫
• ≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫

各セクションにある構成設定の詳細は、このガイド内の、対応する構成と管理の章で説明しています。
≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫
「≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫」オプションでは、ユーザー・ロールに基づいてユーザー(管理者、採用担当
者、従業員)が次のユーザー設定および機能を利用できます。

• ■固有の紹介リンク｜Unique Referral Link□
• ≪求人のお知らせ｜Job Alerts｜Taleoselminds≫
• ≪ユーザー情報｜User Information｜Taleolearn≫
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• ≪関心｜Interests｜Taleoselminds≫
• ≪パスワードのリセット｜Password Reset｜Taleoselminds≫
• ≪ソーシャル・ネットワーク｜Social Networks｜Taleoselminds≫
• ≪求人のお知らせのEメール送信｜Email Job Alerts｜Taleoselminds≫
• ≪プライバシ｜Privacy｜Taleoselminds≫

各セクションにあるユーザー設定の詳細は、このガイドの「ユーザー設定の管理」の章で説明しています。
その他の機能
「≪ユーザー設定｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」ドロップダウンで、管理者ユーザーは次の機能も使
用できます。

• ≪採用担当者を招待｜Invite a Recruiter｜Taleoselminds≫
• ■ペルソナの作成｜Create Persona□

「≪ユーザー設定｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」ドロップダウンで、管理者ユーザーと採用担当者
ユーザーは次の機能も使用できます。

• ≪自分のソーシャル・チャネルの管理｜Manage My Social Channels｜Taleoselminds≫

これらの機能の詳細は、このガイド内の、対応する各章で説明しています。
≪サイン・アウト｜Sign Out｜Taleoselminds≫
「≪サイン・アウト｜Sign Out｜Taleoselminds≫」機能は、任意のユーザーがセッションを終了し、Social
Sourcingからログアウトする際に使用します。

構成と設定UI
次のユーザー・インタフェース要素は、Social Sourcingの「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」ページと
「≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫」ページにあります。

UI要素 説明

ボタン(例: 「≪新規従業員の獲得｜Get New
Employees｜Taleoselminds≫」)

システム・アクションの実行またはプロセスの実行に使用します。そのアクションま
たはプロセスを説明するテキストが付いている場合もあります。

下矢印(下向き三角) 1. クリックすると、ドロップダウン・リストでオプションが表示されます。2. リストまた
は列のオブジェクトを移動する方向ポインタ。

グレー表示のテキスト 関連する設定、アクションまたはプロセスの短い説明を示します。テキストは読
取り専用で、編集はできません。

モーダル 一部のリンクまたはボタンを押すと、モーダルと呼ばれるポップアップ・ウィンドウまた
はダイアログが開きます。モーダルでは、元のリンクまたはボタンの機能を実行する
ために、テキスト入力、データ入力、オプションまたは値の選択を行います。

鉛筆アイコン 構成設定の編集を開始するときに使用します。テキスト・ボックスまた
はセレクタが開き、「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」と「≪取消
｜Cancel｜Taleoselminds≫」のオプションがあります。テキスト・ボックスが長
くなる場合は、スクロールできます。

プラス記号とマイナス記号 クリックすると、それぞれ最大化または最小化されます。

元に戻すアイコン 設定をデフォルト値に戻します。

セレクタ付きのテキスト・フィールド 一部のテキスト入力フィールドには、クリックするとドロップダウン・セレクタが開きま
す。

切り替えボタン 設定のオン/オフを切り替えます。
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UI要素 説明

上矢印(上向き三角) リストまたは列のオブジェクトを移動する方向ポインタ。

図: 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般｜General｜Taleoselminds≫」構成サブセクションのユー
ザー・インタフェース機能

概要レベルの構成手順
Oracle Taleo Social Sourcingの初期の構成では、概要レベルでは次のような手順を含みます。詳細な手順と関
連タスクは、組織におけるビジネス・ニーズおよび実装によって大きく異なります。
1. ブランド性とデザイン。
2. 初期構成設定。
3. 言語とローカライゼーション。
4. Facebookアプリケーション、APIおよびアプリケーションID、キーとシークレット、プライバシ・ポリシーURL。
5. メッセージ、自動Eメール、キャンペーン・テンプレート。
6. ジョブとオープンの求人の統合。
7. 応募者トラッキング・システム(ATS)統合(Oracle Taleo Recruitingなど)。
8. その他のTBEまたはTE統合設定(該当する場合)。
9. 統合ユーザーの確認。
10.顧客の人事管理情報システム(HRIS)からの従業員データ統合。
11.シングルサインオン(該当する場合)。

このリストは、概要として提供されています。システムの構成に必要、必須、省略可能なタスクの網羅的なリ
ストではありません。また、システムを設定するために行うすべての実装タスクの網羅的なリストでもありません。
オラクル社のサービス担当者およびサポート担当者と慎重に確認してください。
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初期構成設定
プロジェクトのキックオフ時に調整すべき構成設定の初期リストを、次に示します。これは、使用可能な構成設定のうち
最小限だが重要なセットのリストです。

構成
初期構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

「≪クライアント名｜Client
Name｜Taleoselminds≫」、
「≪クライアントID｜Client
ID｜Taleoselminds≫」、
「≪クライアント・コード｜Client
Code｜Taleoselminds≫」

• 辞書: global.nameclient
• 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >

「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般
｜General｜Taleoselminds≫」

≪プログラム名｜Program
Name｜Taleoselminds≫ • 辞書: global.nameprogram

• 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般
｜General｜Taleoselminds≫」

≪従業員の応募を許可
｜Allow Employees to
Apply｜Taleoselminds≫

• 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ
｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪応募｜Apply｜Taleoselminds≫」

≪Eメール・ドメイン｜Email
Domains｜Taleoselminds≫ • 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社

｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社のURL｜Company
URLs｜Taleoselminds≫」

■送信元Eメール別名｜From
Email Alias□ • 辞書: Campaign.Message.email.acquisition

「≪サポートEメール有
効｜Support Email
Enabled｜Taleoselminds≫」、
「≪サポートEメール・アド
レス｜Support Email
Address｜Taleoselminds≫」

• 辞書: ContactUs.email
• 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社

｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪フロントエンド・サポート｜Front-End
Support｜Taleoselminds≫」

■新規ジョブ・フラグ｜New Jobs
Flag□ • 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョ

ブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪新規フラグ｜New
Flags｜Taleoselminds≫」

「≪ランディング・ページ・キャ
ンペーン｜Landing Page
Campaigns｜Taleoselminds≫」、
「≪カテゴリ・ランディング・ペー
ジ｜Category Landing
Page｜Taleoselminds≫」、
「≪場所ランディング・ペー

• 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪キャ
ンペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般
｜General｜Taleoselminds≫」

• 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サイト・ビルダー｜Site
Builder｜Taleoselminds≫」 > ■カテゴリおよび場所ランディング・ページ
｜Category and Location Landing Pages□
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設定

名前 場所

ジ｜Location Landing
Page｜Taleoselminds≫」、■都
道府県/州ページの有効化
｜Enable State/Province
Pages□、「≪表示するカテ
ゴリ・タイルの最大数｜Max
♯ of Category Tiles to
Display｜Taleoselminds≫」

• 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サイト・ビルダー
｜Site Builder｜Taleoselminds≫」 > 「≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫」

ブランディング
Social Sourcingは、組織のブランディングを反映するように多くの要素を構成できます。管理者は、Social
Sourcingの一部の要素はアプリケーション内で、またそれ以外の要素はサイト・ビルダーで構成し、ブランディングできま
す。
前提条件として、Social Sourcingのブランディング作業を開始する前に、組織についての次のリソースが役に立ちま
す。

• 会社や組織のロゴ。
• ポータルやホーム・ページ、ランディング・ページ、Facebookアプリケーションのページ・バナーで使用するバックグラウン

ド・イメージ。
• 会社または組織のスタイル・ガイドやブランディング標準。

管理者がアプリケーション内から設定できるブランディング可能な要素は、たとえば次のようなものです。

• ホーム・ページの検索バナー・イメージ(940x200ピクセル)。
• ホーム・ページ検索バナーのテキスト。
• ランディング・ページのバナー・イメージ(692x290ピクセル)。
• ランディング・ページのヘッダー・テキスト
• ランディング・ページのバナー・テキスト

管理者が「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域の「≪サイト・ビルダー｜Site
Builder｜Taleoselminds≫」セクションから設定できるブランディング可能な要素は、たとえば次のようなものです。

• コンテンツの色(本文のバックグラウンド、フォント色、リンク色、その他)。
• ナビゲーションの色(ヘッダー、フッター、ナビゲーション・リンク)。
• ボタンの色(枠、本体)。
• カテゴリ・タイルの色。
• アプリケーション全体のフォント(本文テキスト、ヘッダー、フッター、ボタン、ナビゲーション、宣伝、メッセージ)。
• ロゴとイメージ(ベクトルまたは.epsファイル形式)。企業ロゴ、ポータル/ホーム・ページ、Facebookアプリケーショ

ン、LinkedIn、ランディング・ページ。
• 企業Webサイトのヘッダー、フッター、左ナビゲーション・メニューの高度なCSS/HTMLおよびイメージ。
• ページのレイアウト。
• プリヘッダーおよびサブフッターのHTML。
• モジュール表示。

キャリア・サイト/ジョブ検索モードで使用するTSSのブランディング
顧客は、企業Webサイトからでも、採用専用の他のWebサイトからでも、Social Sourcingを顧客独自のヘッ
ダー、フッター、左ナビゲーションで囲むことができます。つまり、顧客は企業のWebサイトの求人ページからSocial
Sourcingにリンクしたり、Social Sourcingをジョブに対するフロントエンドのジョブ検索ユーザー・インタフェースとして
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利用したりできます。そのため、企業の現在の求人ページやジョブ検索のかわりになります。このオプションを使用するに
は、Oracle Consulting Servicesの実装支援が必要です。
詳細は、このガイドで「サイト・ビルダーの構成」の章を参照してください。

言語
Social Sourcingは、サポートされている複数の言語で使用できます。デフォルトの言語と、組織における実装での言
語のアクティブ化は、管理者が構成します。個々の言語プリファレンスは、各ユーザーが設定してください。
サポート対象の言語はすべて、あらかじめシステムにロードされています。管理者用の言語ロケール構成では、デフォルト
の言語ロケールと、アプリケーションのユーザーが使用できるアクティブなロケールを設定できます。管理者は、アクティブ・
リストからロケールを追加または削除できます。デフォルトと同じ言語ロケールを、アクティブな言語ロケールとして、少なく
とも1つ選択する必要があります。デフォルトのロケールは、別の言語をデフォルトとして設定しアクティブにするまで削除で
きません。
サポート対象の言語を管理者が構成しないと、エンドユーザーが言語プリファレンスを選択することはできません。構成に
よっては、サポート対象の言語の一部をユーザーが使用できない場合もあります。ユーザーは、各自のユーザー設定にあ
わせて、登録中に言語プリファレンスを設定できます。
サポート対象の言語
Social Sourcingでサポートされる言語は、次のとおりです。

• 英語(英国)
• 英語(米国)
• フランス語
• フランス語(カナダ)
• ドイツ語
• イタリア語
• 日本語
• 韓国語
• オランダ語(オランダ)
• ポーランド語
• ポルトガル語
• ロシア語
• 簡体字中国語
• スペイン語
• スウェーデン語
• タイ語

言語ロケール
使用可能なロケールは次のとおりです(「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社
｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪アクティブ・ロケール｜Active locales｜Taleoselminds≫」で選択)。

• オーストラリア
• ブラジル
• カナダ
• カナダ(フランス語)
• 中国
• 英語(米国)
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 日本
• 韓国
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• 南米(アルゼンチン)
• メキシコ
• オランダ
• ポーランド
• ポルトガル
• ロシア
• シンガポール
• スペイン
• スペイン(英語)
• スウェーデン
• 台湾
• タイ
• イギリス

TEジョブ・フィード
TEジョブ・フィードAPIの一部として、ジョブの翻訳機能がSocial Sourcingに追加されています。TEジョブ・フィー
ドAPIが動作するには、TEとSocial Sourcingの両方が14B以上である必要があります。
言語の構成と設定
Social Sourcingの言語関連の構成とユーザー設定を、次の表に示します。

言語の構成、設定、機能

名前 説明 場所

≪アクティブ・ロ
ケール｜Active
locales｜Taleoselminds≫

管理者は、サポート対象ロケールのリストか
ら、Social Sourcingアプリケーションでアクティ
ブとする言語を制御できます。デフォルト設定は
「≪英語｜English｜Taleoent≫」です。デフォ
ルトと異なるロケールを選択すると、それがデフォ
ルトのロケール(および関連する言語)になりま
す。

[TSS] 管理者ログイン >
[≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設
定｜User Settings｜Taleoselminds≫
(名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪会社
｜Company｜Taleoselminds≫」
> 「≪アプリケーション
｜Application｜Taleoselminds≫」

≪デフォルトのロ
ケール｜Default
Locale｜Taleoselminds≫

管理者は、Social Sourcingアプリケーションの
デフォルトのロケール/言語を制御できます。デフォ
ルト設定は「≪英語｜English｜Taleoent≫」
です。変更した場合、選択した言語がデフォルト
の言語になります。

[TSS] 管理者ログイン >
[≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設
定｜User Settings｜Taleoselminds≫
(名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪会社
｜Company｜Taleoselminds≫」
> 「≪アプリケーション
｜Application｜Taleoselminds≫」

≪登録のロケールの選択
｜Choose Locale in
Registration｜Taleoselminds≫

管理者は、ユーザーがTSSに登録するときの
「≪ロケール｜Locale｜Taleoselminds≫」
フィールドの表示を制御できます。デフォルトで
は「≪オフ｜Off｜Taleoselminds≫」です。
これを「≪オン｜On｜Taleoselminds≫」
にすると、ユーザー登録ページに「≪ロケール

[TSS] 管理者ログイン >
[≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設
定｜User Settings｜Taleoselminds≫
(名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪ユーザー
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言語の構成、設定、機能

名前 説明 場所

｜Locale｜Taleoselminds≫」が追加されま
す。

｜Users｜Taleoselminds≫」 > [≪登録
｜Registration｜Taleoselminds≫]

≪ユーザー設定のロケー
ルの選択｜Choose
Locale in User
Settings｜Taleoselminds≫

管理者は、ユーザー設定における
「≪言語/ロケール｜Language /
Locale｜Taleoselminds≫」フィー
ルドの表示を制御できます。デフォルト
は「≪オン｜On｜Taleoselminds≫」
ですが、ユーザーは各自の「≪設定
｜Settings｜Taleoselminds≫」ページで好
みの言語を設定できます。

[TSS] 管理者ログイン >
[≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設
定｜User Settings｜Taleoselminds≫
(名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪ユーザー
｜Users｜Taleoselminds≫」
> [≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫]

≪言語/ロケール
｜Language /
Locale｜Taleoselminds≫

エンドユーザーは、言語ロケール（国）を選択
することで、その国と関連づけられている言語
でSocial Sourcingを表示できます。ユーザー
が言語を選択すると、アプリケーションはその言語
にローカライズされて表示されます。アプリケーショ
ン内の辞書に登録されているタグは、すべて自動
的に翻訳されますが、ジョブ・スクレーピングから取
り込まれたジョブの摘要は例外です。

[TSS] 管理者または他のユーザー
でログイン > [≪ホーム・ページ
｜Home Page｜Taleoselminds≫]
≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫」
> 「≪ユーザー情報｜User
Info｜Taleoselminds≫」

■ジョブ言語インジケー
タ｜Job Language
Indicator□(地球儀のア
イコン)

1つのジョブに複数の言語が設定されている場合
は、地球儀のアイコンが表示されます。ユーザー
がこのアイコンにカーソルを重ねると、その求人で
アクティブな言語が表示されます。求人に1つの
言語しか使用されていない場合は、その言語の
名前が表示され、地球儀のアイコンは表示され
ません。

[TSS] 管理者または他のユーザーで
ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ジョブ
｜Jobs｜Taleoselminds≫

Taleo Enterpriseのサポート対象言語
Taleo EnterpriseおよびSocial Sourcingの製品と特定機能について、サポートされている言語を次の表に示しま
す。Oracle Learn CloudとOracle Taleo Business Editionで利用できる言語については、各製品の文書を参
照してください。

言語 ロケール Taleo Enterprise製
品(採用Center、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 Social
Sourcing
(バージョ
ン1.10)

ブルガリア語 bg 可能 可能   



スタート・ガイド · 14

言語 ロケール Taleo Enterprise製
品(採用Center、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 Social
Sourcing
(バージョ
ン1.10)

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(バ
ハサ)

in   

日本語 ja 可能 可能  可能

韓国語 ko 可能 可能  可能

リトアニア語 lt 可能 可能   

マレーシア語(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
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言語 ロケール Taleo Enterprise製
品(採用Center、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 Social
Sourcing
(バージョ
ン1.10)

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

本番URLとバニティURL
Social Sourcingは、独自のURLとドメインを持ち、顧客の他のOracle Taleo Enterprise (TE)またはOracle
Taleo Business Edition (TBE)ゾーンとは独立した独自のアプリケーションです。
オラクル社は、ステージング/アップグレード環境に1つと本番に1つ、2つのインスタンスのSocial Sourcingアプリケーショ
ンを顧客にプロビジョニングします。Social SourcingインスタンスのURLドメインは、次のような構成です。

• 本番: http://sub-domain.referrals.selectminds.com
• ステージング/アップグレード: http://sub-domain.upgrade.selectminds.com

Oracleでは、組織の名前を反映したバニティURL (jobs.organizationname.comなど)でSocial Sourcingをプ
ロビジョニングすることもサポートしています。バニティURLを使用すると、組織のサイトを離れ、Social Sourcingでホス
トされたサイトに移動したことを、ユーザーがURLから気付きにくくなります。詳細は、このガイドで「会社の構成」の章を
参照してください。

構成
この機能の構成を、次の表に示します。
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設定

名前 場所

≪バニティ・ドメイン｜Vanity Domains｜Taleoselminds≫ [TSS] 管理者ログイン > 「≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」 > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会
社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社
のURL｜Company URLs｜Taleoselminds≫」
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ユーザー・アカウント

ユーザー・アカウント
ユーザー・アカウントは、管理者、採用担当者およびSocial Sourcingのフロントエンド・ユーザーが「≪ポータル
｜Portal｜Taleoselminds≫」ページからアプリケーションにログインする際に必要です。
「≪管理者｜Administrator｜Taleolearn≫」アカウントはオラクル社が設定します。組織のSocial
Sourcingのゾーンで構成、ブランディングおよび統合作業を行うには、オラクル社にサービス・リクエストを提出して、管
理者ロール権限の割当てを依頼します。
「≪採用担当者｜Recruiter｜Taleoselminds≫」アカウントは、管理者が採用担当者候補に採用担当者への
招待Eメールを送信し、採用担当者がEメール内のリンクをクリックして登録プロセスを完了すると設定されます。
「≪フロントエンド・ユーザー｜Front-End User｜Taleoselminds≫」アカウントは、「≪サイト・モード｜Site
Mode｜Taleoselminds≫」が「≪紹介｜Referrals｜Taleoselminds≫」に設定されたときに許可されます。このア
カウントは、潜在的なユーザー(従業員や元従業員など)が「≪ポータル｜Portal｜Taleoselminds≫」ページから「≪サ
イン・アップ｜Sign Up｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックし、登録プロセスを完了したときに作成されます。

• 「≪Eメール・ドメイン｜Email Domains｜Taleoselminds≫」構成設定では、ユーザーのログインEメール・アドレ
スと組織のEメール・ドメインを照合して、そのユーザーが従業員であるかどうかを確認できます。

• 「≪関係の選択｜Choose Relationship｜Taleoselminds≫」構成設定では、登録プロセスで登録者に会社
との関係を選択するように要求します。

• 「≪関係の選択｜Choose Relationship｜Taleoselminds≫」が有効な場合、「≪従業員番号の検証
｜Employee Number Validation｜Taleoselminds≫」構成設定では、登録者が従業員の関係を選択す
るときに「≪従業員番号｜Employee Number｜Taleoent≫」を入力するように要求します。

通常、アカウントを持つユーザーは「≪ポータル｜Portal｜Taleoselminds≫」ページの「≪サイン・イン｜Sign
In｜Taleoselminds≫」ボタンを使用して、Social Sourcingにログインします。従業員は、次の方法でSocial
Sourcingにアクセスすることもできます。

• 「■信頼できる紹介者に部分的にログイン｜Partially Log in Trusted Referrers□」構成設定が有効な場
合、信頼できる紹介者であり、採用担当者のEメールから遷移してきている従業員は、見込みのあるユーザーとして
部分的にログインできます。こうすると、Social Sourcingにアクセスし、サイン・インせずに候補者を紹介しても紹介
の貢献実績を認められます。

• 従業員は、Twitter、FacebookまたはLinkedInを使用してサイン・インし、別のログインやパスワードを求められず
にSocial Sourcingにアクセスできます。

シングル・サインオン(SSO)
Social Sourcingでは、顧客の従業員がログインを求められずに、自社のネットワーク内からアプリケーションにアクセス
するオプションとして、シングル・サインオン(SSO)をサポートしています。これは、従業員が顧客のネットワークからSocial
SourcingにアクセスするためのSSOプロセスであり、Social Sourcingと他のアプリケーションとの間のSSOではありま
せん。オラクル社による追加実装と追加料金が必要です。詳細は、オラクル社のサービス担当者またはサポート担当者
に問い合せてください。

構成
ユーザー・アカウントに関係する構成設定を、次の表に示します。
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設定

名前 場所

≪採用担当者を招待｜Invite a
Recruiter｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユー
ザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > [≪採用担当者
｜Recruiters｜Taleoselminds≫]

≪Eメール・ドメイン｜Email Domains｜Taleoselminds≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会
社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社
のURL｜Company URLs｜Taleoselminds≫」

≪関係の選択｜Choose
Relationship｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユー
ザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪登録
｜Registration｜Taleoselminds≫」

≪従業員番号の検証｜Employee Number
Validation｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユー
ザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪登録
｜Registration｜Taleoselminds≫」

≪見込みのあるユーザーに部分的にログイン｜Partially Log
In the Likely User｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユー
ザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪ログイン
｜Login｜Taleoselminds≫」

採用担当者への招待Eメールを送信
前提条件
管理者は、採用担当者への招待Eメールを送信できます。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前)
ステップ

1. 「≪採用担当者を招待｜Invite a Recruiter｜Taleoselminds≫」オプションを選択します。
2. 「≪採用担当者を招待｜Invite a Recruiter｜Taleoselminds≫」モーダルで、社内の方のEメール・アドレ

スを入力します。
3. 「≪送信｜Send｜Taleoselminds≫」をクリックし、「≪OK｜OK｜Taleoselminds≫」をクリックして確定しま

す。
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結果
潜在的な採用担当者が、採用担当者への招待Eメールを受け取り、そこでリンクをクリックすると登録できます。

採用担当者アカウントの設定
前提条件
潜在的な採用担当者である自分に宛てて、管理者が採用担当者への招待Eメールを送信しました。
ステップ

1. Eメール・システムにアクセスし、採用担当者への招待Eメールを開きます。
2. Eメールのリンクをクリックすると、登録モーダルが開きます。
3. ユーザー名およびパスワードなど、必要な登録情報をすべて入力します。
4. 「≪送信｜Send｜Taleoselminds≫」をクリックし、「≪OK｜OK｜Taleoselminds≫」をクリックして確定しま

す。

結果
採用担当者アカウントが作成されます。
次ステップ
これ以降、Social Sourcingサイトへのアクセスには、設定したアカウント情報を使用して採用担当者権限でログイ
ンできます。
採用担当者バージョンのホーム・ページにログインすると、通常と同じ情報が表示されますが、「≪ジョブ
のPR｜Promote Jobs｜Taleoselminds≫」と「≪分析｜Analytics｜Taleoselminds≫」の2つのセクション・リ
ンクが追加されます。

ユーザーとしてサイン・アップ(紹介サイト・モード)
前提条件
Social Sourcingにサイン・アップし、従業員、元従業員またはゲストとしてジョブを紹介します。
サイト・モードは、「≪紹介｜Referrals｜Taleoselminds≫」に設定する必要があります。
[TSSの「≪ポータル｜Portal｜Taleoselminds≫」ページ]
ステップ

1. ページの右上隅にある「≪サイン・アップ｜Sign Up｜Taleoselminds≫」をクリックします。
「≪サイン・アップ｜Sign Up｜Taleoselminds≫」モーダルが開きます。

2. 有効なソーシャル・ネットワーク・アカウントを通じてサイン・アップするか、自分のEメール・アドレスでサイン・アップす
るかを選択します。
ここでは、Eメール・アドレスでサイン・アップするものとします。

3. 「≪Eメールでサイン・アップ｜Sign up with Email｜Taleoselminds≫」をクリックします。
「≪あなたの情報を提出します｜Submit your information｜Taleoselminds≫」モーダルが開きます。

4. サイン・アップ情報を入力します。
a) 「≪名｜First Name｜Taleoselminds≫」、「≪姓｜Last Name｜Taleoselminds≫」、「≪Eメール・

アドレス｜Email address｜Taleoent≫」、「≪パスワード｜Password｜Taleoselminds≫」(確認のた
め2度)を入力します。

b) 該当するオプションを選択し、従業員、元従業員、その他のいずれであるかを指定します。
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5. 「≪サイン・アップ｜Sign Up｜Taleoselminds≫」をクリックします。

結果
Social Sourcingにサイン・アップしました。ログインしたときに表示される詳細な機能は、アクセス権限と組織におけ
る実装によって異なります。

ユーザーとしてサイン・アップ(ジョブ・サイト・モード)
前提条件
Social Sourcingにサイン・アップしてジョブ・サイトとして使用し、プロファイルと提出をレビューできるようにします。
サイト・モードは、ジョブ・サイトとして設定する必要があります。
[TSSの「≪ポータル｜Portal｜Taleoselminds≫」ページ]
ステップ

1. ページの右側にある「≪プロファイルに移動｜Go to Profile｜Taleoselminds≫」をクリックします。
「≪サイン・アップ｜Sign Up｜Taleoselminds≫」モーダルが開きます。

2. 新しいユーザーとしてサイン・アップするオプションを使用します。
3. 「≪名｜First Name｜Taleoselminds≫」、「≪姓｜Last Name｜Taleoselminds≫」、「≪Eメール・

アドレス｜Email address｜Taleoent≫」、「≪パスワード｜Password｜Taleoselminds≫」(確認のた
め2度)のサイン・アップ情報を入力します。

4. 「≪サイン・アップ｜Sign Up｜Taleoselminds≫」をクリックします。

結果
ジョブ・サイトであるSocial Sourcingにサイン・アップし、ログイン情報を使用してプロファイルと提出を入力、編集、
レビューできるようになります。ログインしたときに表示される詳細な機能は、アクセス権限と組織における実装によって
異なります。
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ユーザー設定

ユーザー設定
「≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫」領域では、ユーザー・アカウント情報および個人設定、接続し
ているソーシャル・チャネル、求人のお知らせ、プライバシ設定などを更新します。ロールによっては、「≪採用
担当者を招待｜Invite a Recruiter｜Taleoselminds≫」、「≪自分のチャネルの管理｜Manage My
Channels｜Taleoselminds≫」、■ペルソナの作成｜Create a Persona□、「≪サイン・アウト｜Sign
Out｜Taleoselminds≫」などの機能にもアクセスできます。
「≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫」にアクセスするには、まず「≪ポータル｜Portal｜Taleoselminds≫」ペー
ジからSocial Sourcingにサイン・インします。サイン・インすると、ホーム・ページ・ヘッダーの右側に「≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫」リンクが表示されます。このリンクでは、ラベルにユーザー名が付けられていま
す。リンクをクリックすると、次のような使用可能なオプションのリストがドロップダウン・メニューで表示されます。

• ≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫
• ≪採用担当者を招待｜Invite a Recruiter｜Taleoselminds≫
• ≪自分のチャネルの管理｜Manage My Channels｜Taleoselminds≫
• ■ペルソナの作成｜Create Persona□
• ≪サイン・アウト｜Sign Out｜Taleoent≫

使用可能な設定と機能は、ユーザーのロールと組織における実装によって異なります。管理者、採用担当
者、従業員、元従業員および紹介者は、それぞれの組み合わせでこれらの機能を使用できます。

設定
「≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫」ページでは、次の情報を表示、更新できます。

• ■固有の紹介リンク｜Unique Referral Link□
• ≪ユーザー情報｜User Information｜Taleoent≫
• ≪関心｜Interests｜Taleoselminds≫
• ≪パスワードのリセット｜Password Reset｜Taleoselminds≫
• ≪ソーシャル・ネットワーク｜Social Networks｜Taleoselminds≫
• ≪求人のお知らせのEメール送信｜Email Job Alerts｜Taleoselminds≫
• ≪プライバシ｜Privacy｜Taleoselminds≫

■固有の紹介リンク｜Unique Referral Link□・セクションには紹介リンクが表示され、Eメールまたはソーシャル・
ネットワークを使用して、友人その他の潜在的な候補者にそのリンクを送信できます。URL全体をコピーして共有するこ
とも、「≪ショート・リンクの取得｜Get Short Link｜Taleoselminds≫」をクリックしてショートURLをコピーし、それを
友人や候補者に送信することもできます(たとえば、Twitterのツイートなどで短い形式のURLを使用し、実際には長い
形式のWebアドレスが参照されるようにすることができます)。候補者が、受け取ったリンクを使用して掲載されているジョ
ブを検索し、Social Sourcingで応募を開始すると、送信元のユーザーが自動的に紹介者として設定されます。
「≪ユーザー情報｜User Information｜Taleoent≫」セクションには、自分の現在のユーザー情報(情報が
ある場合)が表示されます。自由形式でテキストを入力するか、フィールド内のドロップダウン・メニューを使用して、
自分の情報を更新します。「≪言語/ロケール｜Language / Locale｜Taleoselminds≫」および「≪タイムゾー
ン｜Timezone｜Taleoselminds≫」フィールドで、自分の国とタイムゾーンを選択できます。ロケールを選択す
ると、その国と関連付けられた言語でSocial Sourcingを表示できます。「≪ユーザー情報の保存｜Save User
Info｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックするまで、アカウントは更新されません。
「≪関心｜Interests｜Taleoselminds≫」セクションでは、自分の関心、場所および会社を入力して、送信さ
れるジョブを調整します。フィールドをクリックしてドロップダウン形式の選択リストのオプションを表示し、選択します。変更
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内容を保存します。Social Sourcingで自動Eメールが生成されるたびに、選択内容に基づいて自分の関心に合った
ジョブが含められます。
自分のパスワードを知っていて、それを変更する場合は、「≪パスワードのリセット｜Password
Reset｜Taleoselminds≫」を使用します。ログイン情報を変更するには、現在のパスワードを入力してから、新し
いパスワードを入力し、その確認入力をします。変更内容を保存します。

これは、サイン・イン時に使用できる「≪パスワードを忘れた場合｜Forgot Password｜Taleoent≫」機
能とは異なります。パスワードを忘れた場合は、ログイン・プロセス中に「≪パスワードを忘れた場合｜Forgot
Password｜Taleoent≫」リンクをクリックして、Eメール・アドレスを入力します。新しいパスワードの設定方法
に関する指示が記載されたEメール・メッセージが届きます。

「≪ソーシャル・ネットワーク｜Social Networks｜Taleoselminds≫」では、Social Sourcingのユーザー・ア
カウントと接続するFacebook、TwitterまたはLinkedInのアカウントを入力および更新します。新しいソーシャル・チャ
ネルを接続するには、該当するソーシャル・チャネルのアイコンの横にある「≪接続｜Connect｜Taleoselminds≫」を
クリックします。クリックするとモーダルがオープンされ、接続を承認できます。現在接続されているソーシャル・チャネルがあ
る場合に、Social Sourcingとの接続の承認を撤回するには、「≪切断｜Disconnect｜Taleoselminds≫」をクリッ
クします。
「≪求人のお知らせのEメール送信｜Email Job Alerts｜Taleoselminds≫」では、システムから求人のお知ら
せをEメールで受け取るかどうかを選択します。求人のお知らせのEメールを受け取る場合はチェックボックスを選択し、受
け取らない場合は選択を解除します。この機能を利用する場合は、自分のアカウントと関連付けられているEメール・ア
ドレス、またはその他の希望するEメール・アドレスで、求人のお知らせのEメールを受信できます。変更内容を保存しま
す。
「≪プライバシ｜Privacy｜Taleoselminds≫」では、「≪アクティビティ・フィード｜Activity
Feed｜Taleoselminds≫」および「≪上位紹介者｜Top Referrers｜Taleoselminds≫」セクションに自分のアカ
ウントを表示するかどうかを選択します。「≪アクティビティ・フィード｜Activity Feed｜Taleoselminds≫」および「≪上
位紹介者｜Top Referrers｜Taleoselminds≫」セクションに自分のアクティビティを公開する場合は、このチェック
ボックスを選択します。公開しない場合はチェックボックスの選択を解除します。変更内容を保存します。
「≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫」ページでは、「≪上位紹介者｜Top
Referrers｜Taleoselminds≫」ボックスおよび「≪アクティビティ・フィード｜Activity
Feed｜Taleoselminds≫」ボックスも表示できます。
≪採用担当者を招待｜Invite a Recruiter｜Taleoselminds≫
管理者はこの機能を使用して、Social Sourcingにサイン・アップするように社内の人を招待するモーダルを開くこ
とができます。Eメール・アドレスを入力して「≪送信｜Send｜Taleoselminds≫」をクリックすると、招待Eメールが
生成されます。招待Eメールを受け取った社内の人は、Eメール内のリンクをクリックして、採用担当者権限でSocial
Sourcingアカウントに登録できます。
≪自分のチャネルの管理｜Manage My Channels｜Taleoselminds≫
「≪自分のチャネルの管理｜Manage My Channels｜Taleoselminds≫」リンクを使用して、同じ名前のページを
開きます。このページでは、接続されているソーシャル・チャネル(Facebook、Twitter、LinkedIn、Weiboなど)を管
理できます。
■ペルソナの作成｜Create Persona□
Oracleの管理者は■ペルソナの作成｜Create Persona□を使用して、他のユーザー・ロールでSocial
Sourcingを表示できます。これは、あるユーザー・ロールで使用できる機能を確認するときに特に役に立ちます。この機
能を使用できるのはOracleの管理者のみです。
≪サイン・アウト｜Sign Out｜Taleoent≫
「≪サイン・アウト｜Sign Out｜Taleoent≫」機能は、ログインしているユーザーがセッションを終了し、Social
Sourcingからログアウトする際に使用します。
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「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、一般組織、製品アプリケーション、URL、フロントエ
ンド・サポートおよびサイトのGoogleアナリティクスに関連する設定にアクセスできます。

構成
「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般
｜General｜Taleoselminds≫」

≪クライアント名｜Client
Name｜Taleoselminds≫

クライアント名(例: Vision)。

≪プログラム名｜Program
Name｜Taleoselminds≫

ジョブや紹介プログラムのクライアントの名前(Vision Social Sourcingなど)。

≪クライアントID｜Client
ID｜Taleoselminds≫

クライアントごとに固有のクライアントID。

≪クライアント・コード｜Client
Code｜Taleoselminds≫

このクライアントに固有の3文字の社内コード。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪アプリケー
ション｜Application｜Taleoselminds≫」

≪アプリケーション・バー
ジョン｜Application
Version｜Taleoselminds≫

サイトの最終更新製品のバージョン。

≪起動日｜Launch
Date｜Taleoselminds≫

キャリア・サイトまたは紹介プログラムが正式に開始された日(mm/dd/yyyy形式)。プロ
ジェクト・マネージャによって設定され、すべての分析機能の開始日です。

≪サイト・モード｜Site
Mode｜Taleoselminds≫

次のオプションから選択します。

• ≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫ - ジョブ・サイトの場合、TSSはジョブの共有お
よび紹介機能を提供しません。外部の候補者がTEでジョブの検索、応募、プロファイ
ルおよび提出のレビューを行うためのポータルとして機能します。

• ≪紹介｜Referrals｜Taleoselminds≫ - 紹介モードでは、社内ユーザーにもジョ
ブの共有および紹介機能がすべて表示されます。

• ■ジョブおよび紹介｜Jobs and Referrals□ - 外部のジョブ求職者に対するジョ
ブ・サイトとしても、社内従業員に対する紹介サイトとしても二重に機能できるハイブ
リッド設定。

≪サイト・プリファレンス｜Site
Preference｜Taleoselminds≫

次のオプションから選択します。

• ≪従業員のみ｜Employees only｜Taleoent≫ - TSSは社内従業員のジョブ・サ
イトとして機能します。
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設定

名前 説明

• ■元従業員のみ｜Alumni Only□ - TSSは元従業員のジョブ・サイトとして機能
します。

• ■ハイブリッド｜Hybrid□ - TSSは社内従業員と元従業員の両方のジョブ・サイト
として機能します。

≪アクティブ・ロケール｜Active
locales｜Taleoselminds≫

≪どの翻訳をユーザーに使用可能にするかを有効にします。｜Enable which
translations are made available to users.｜Taleoselminds≫

≪デフォルトのロケール｜Default
Locale｜Taleoselminds≫

アプリケーション全体で使用されるデフォルト・ロケール(さらに言語および日付書式)。

≪サイトのリセット｜Reset
Site｜Taleoselminds≫

すべてのサービスをリセットし、このアプリケーションのすべてのキャッシュをリフレッシュします。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社
のURL｜Company URLs｜Taleoselminds≫」

≪バニティ・ドメイン｜Vanity
Domains｜Taleoselminds≫

「www.」(またはサブドメイン)プリフィクスが付いている、パイプ文字で区切った、このサイト
のバニティ・ドメインを入力します。(バニティ・ドメインは、会社の名前をあらわすように設定
された固有のURLです。バニティURLを使用すると、会社のサイトを離れ、TSSによって提
供されているサイトに移動したことを、ユーザーがURLから気付きにくくなります。)

≪Eメール・ドメイン｜Email
Domains｜Taleoselminds≫

現従業員のEメール・アドレスに使用されるドメインのカンマ区切りのリスト。

≪社内用キャリア・サイ
トURL｜Internal Career Site
URL｜Taleoselminds≫

社内用キャリア・サイトURLを設定します。

≪社外用キャリア・サイ
トURL｜External Career Site
URL｜Taleoselminds≫

社外用キャリア・サイトURLを設定します。

≪元従業員サイトURL｜Alumni
Site URL｜Taleoselminds≫

元従業員用サイトURLを設定します。

≪元従業員サイト・プロファイル編
集URL｜Alumni Site Profile
Edit URL｜Taleoselminds≫

元従業員用サイトのプロファイル編集のURLを設定します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪フロントエン
ド・サポート｜Front-End Support｜Taleoselminds≫」

≪サポートEメール有効
｜Support Email
Enabled｜Taleoselminds≫

アプリケーション内で、標準的なメッセージ、エラー通知、ヘルプ・テキストなどと共にユー
ザーに表示する「≪お問合せ｜Contact Us｜Taleoselminds≫」サポートEメールのリン
クを有効にします。

≪サポートEメール・アド
レス｜Support Email
Address｜Taleoselminds≫

ユーザーに表示する会社のサポートEメール・アドレスを設定します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪Googleアナ
リティクス｜Google Analytics｜Taleoselminds≫」
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設定

名前 説明

≪GoogleアナリティクスID｜Google
Analytics ID｜Taleoselminds≫

Googleアナリティクスでトラッキングするための顧客サイト固有のコードを入力できます。

≪Googleアナリティクス・ダッシュ
ボード｜Google Analytics
Dashboard｜Taleoselminds≫

ここをクリックして、Googleアナリティクス・ダッシュボードを開きます。
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「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、一般表示、応募プロセス、応募者トラッキング・システム、
推奨と推薦、ジョブ検索フィルタ、「≪新規｜New｜Taleoselminds≫」フラグ、ボーナス表示、社内向けフィールドお
よびジョブ表示に関連する設定にアクセスできます。
構成
「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般
｜General｜Taleoselminds≫」

≪表示プリファレンス｜Display
Preferences｜Taleoselminds≫

1.「≪投稿日｜Post Date｜Taleoselminds≫」、2.「≪表示総数
｜Total Views｜Taleoselminds≫」、3.「≪求人番号｜Requisition
Number｜Taleoent≫」の3つのスイッチを設定します。少なくとも1つのフィールドを有効
にする必要があります。

≪場所表示プリファレンス
｜Location Display
Preferences｜Taleoselminds≫

アプリケーション全体でジョブの場所をどのようにフォーマットするかを指定します。
有効なキーワード: 「≪市区町村｜City｜Taleoselminds≫」、「≪都道府県
｜State｜Taleoselminds≫」、「≪国｜Country｜Taleoselminds≫」。有効なデリ
ミタはダッシュ、カンマ、パイプです。例: city, state - country。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪応募
｜Apply｜Taleoselminds≫」

≪ビュー・タイプ｜View
Type｜Taleoselminds≫

ジョブへの応募プロセスのタイプを選択します。「≪応募者トラッキングシス
テム｜Applicant tracking systems｜Taleoentnda≫」(ATS)、
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」、「≪履歴書のアップロード｜Upload
Resume｜Taleoselminds≫」、「≪Taleoダイレクト(社内)｜Taleo Direct
(Internal)｜Taleoselminds≫」、「≪Taleoダイレクト(社外)｜Taleo Direct
(External)｜Taleoselminds≫」。

≪リダイレクト・テキスト
有効｜Redirect Text
Enabled｜Taleoselminds≫

応募モーダル内でユーザーに説明テキストを表示し、応募プロセスを続けるため
にATS、eRecruitmentプラットフォーム、または関連サイトに間もなくリダイレクトされるこ
とを知らせます。

≪リダイレクト・テキスト｜Redirect
Text｜Taleoselminds≫

「≪リダイレクト・テキスト｜Redirect Text｜Taleoselminds≫」機能を有効にします。

≪「タレント・コミュニティに参
加」チェックボックス｜'Join
Talent Community'
Checkbox｜Taleoselminds≫

「≪求人のお知らせにサイン・アップ｜Sign Up for Job Alerts｜Taleoselminds≫」ボ
タンを有効にします。

≪従業員の応募を許可
｜Allow Employees to
Apply｜Taleoselminds≫

従業員がジョブに応募できるようにします。
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設定

名前 説明

≪従業員応募不可メッセージ
｜Employee Apply Prevention
Message｜Taleoselminds≫

従業員応募不可のメッセージを設定します。

≪従業員応募リダイレクト・メッセー
ジ｜Employee Apply Redirect
Message｜Taleoselminds≫

従業員応募リダイレクトのメッセージを設定します。

≪ジョブ応募時にマークした採
用担当者に通知｜Notify
Starred Recruiters on Job
Apply｜Taleoselminds≫

ユーザーが特定のジョブへの応募を開始すると、そのジョブにマークしている採用担当者に
通知します。ジョブにマークした採用担当者はそのジョブの所有権を得たこととなり、アクティ
ビティ・アラートを受信します。

≪ログイン時に「情報を保存」を許
可｜Allow 'Remember Me' in
Login｜Taleoselminds≫

ログイン時の「情報を保存」チェックボックスを有効にします。

≪ジョブ応募追加フィールド
｜Job Apply Additional
Fields｜Taleoselminds≫

応募トレイに追加のフィールドを設定します。

≪元の紹介者を優先
｜Prefer Original
Referrer｜Taleoselminds≫

特定の応募に複数の紹介者が存在する場合、元の紹介者が他の紹介者より優先され
ます。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪ATSパラメータ
｜ATS Parameters｜Taleoselminds≫」

≪デフォルト値｜Default
Value｜Taleoselminds≫

デフォルトATSのURLを入力します。

≪非関係値｜Unaffiliated
Value｜Taleoselminds≫

非関係ATSのURLを入力します。

■ソース・パラメータ値｜Source
Parameter Value□

ソース・パラメータ値を入力します。

≪元従業員応募者の値
｜Alumnus Applicant
Value｜Taleoselminds≫

応募者が元従業員の場合のATS URLを入力します。(例: http://sample.url/
job?src=OTH-10300)

≪従業員応募者の値
｜Employee Applicant
Value｜Taleoselminds≫

応募者が従業員の場合のATS URLを入力します。(例: http://sample.url/job?
src=OTH-10300)

≪非関係応募者の値
｜Unaffiliated Applicant
Value｜Taleoselminds≫

応募者が非関係の場合のATS URLを入力します。

≪元従業員値による紹介
｜Referred by Alumnus
Value｜Taleoselminds≫

応募者が元従業員によって紹介された場合のATS URLを入力します。(例: http://
sample.url/job?src=REF-10280)
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設定

名前 説明

≪従業員値による紹介
｜Referred by Employee
Value｜Taleoselminds≫

応募者が従業員によって紹介された場合のATS URLを入力します。

≪非関係値による紹介
｜Referred by Unaffiliated
Value｜Taleoselminds≫

応募者が非関係によって紹介された場合のATS URLを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪薦める
｜Recommend｜Taleoselminds≫」

≪デフォルトの件名｜Default
Subject｜Taleoselminds≫

ジョブのお薦めのデフォルトの件名テキストを入力します。

≪デフォルト・メッセージ｜Default
Message｜Taleoselminds≫

ジョブのお薦めのデフォルトのメッセージ・テキストを入力します。

≪信頼できる紹介者にのみ薦めるボ
タンを表示｜Show Recommend
Button to Trusted Referrers
Only｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者にのみ薦めるボタンを有効にします。

≪人材推薦
｜Endorsements｜Taleoselminds≫

紹介者に、その候補者を紹介する理由についての情報をリクエストする、紹介者への人
材推薦Eメールを有効にします。(このガイドの「メッセージングの構成」の章で、採用担当
者、マークされた採用担当者、共通Eメール・アドレスの人材推薦メッセージの設定も参
照してください。)

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪フィルタ
｜Filters｜Taleoselminds≫」

≪ATSフィルタ｜ATS
Filter｜Taleoselminds≫

「≪紹介者アクティビティ｜Referrer Activity｜Taleoselminds≫」/「≪候
補者｜Candidates｜Taleoselminds≫」モーダルで「≪ATSステータ
ス｜ATS Status｜Taleoselminds≫」列と「≪ステータス日｜Status
Date｜Taleoselminds≫」列を有効にします。「≪ATSステータス｜ATS
Status｜Taleoselminds≫」フィードとともにロードされる「≪ATSステータス｜ATS
Status｜Taleoselminds≫」値を表示します。

≪ATSデフォルト・ステータ
スID｜ATS Default Status
ID｜Taleoselminds≫

ATSフィルタが有効な場合、デフォルトで応募のこのステータスを表示します(ATSから更
新されたステータスがまだアップロードされていない場合)。

≪急募ジョブ・フィルタを従業員に表
示｜Show Hot Jobs Filter to
Employees｜Taleoselminds≫

従業員に対して、急募フラグの付いたジョブ(Oracle Taleo採用担当者によって優先順
位を付けられたジョブ)の表示を有効にします。

≪急募ジョブ・フィルタを候補者に表
示｜Show Hot Jobs Filter to
Candidates｜Taleoselminds≫

候補者に対して、急募フラグの付いたジョブ(Oracle Taleo採用担当者によって優先順
位を付けられたジョブ)の表示を有効にします。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪新規フラグ
｜New Flags｜Taleoselminds≫」

≪新規ジョブの日付範囲｜New Job
Date Range｜Taleoselminds≫

ジョブのアップロード後、新規扱いされる期間の日数。
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名前 説明

≪社外ユーザーへの新規フラグの表示
｜Show New Flags to External
Users｜Taleoselminds≫

社外ユーザーに対して、新規フラグの付いたジョブ(「≪新規ジョブの日付範囲｜New
Job Date Range｜Taleoselminds≫」値の範囲で掲載されたジョブ)の表示を有効
にします。

≪信頼できる紹介者への新
規フラグの表示｜Show
New Flags to Trusted
Referrers｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者に対して、新規フラグの付いたジョブ(「≪新規ジョブの日付範囲
｜New Job Date Range｜Taleoselminds≫」値の範囲で掲載されたジョブ)の表
示を有効にします。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪ボーナス
｜Bonus｜Taleoselminds≫」

≪対象の表示｜Show
Eligibility｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で紹介者ボーナス対象の表示を有効にします。

≪金額の表示｜Show
Amount｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で紹介者ボーナス金額の表示を有効にします。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪社内情報
｜Internal Information｜Taleoselminds≫」

≪追加情報｜Additional
Information｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で「≪追加情報｜Additional Information｜Taleoselminds≫」セク
ションの表示を有効にします。

≪採用マネージャ｜Hiring
Manager｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で採用マネージャの表示を有効にします。

≪社内コンタクト名
｜Internal Contact
Name｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で社内コンタクト名の表示を有効にします。

≪社内コンタクトEメール
｜Internal Contact
Email｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で社内コンタクトEメールの表示を有効にします。

≪最高給与額｜Maximum
Salary｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で最高給与額の表示を有効にします。

≪最低給与額｜Minimum
Salary｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で最低給与額の表示を有効にします。

≪中間給与｜Midpoint
Salary｜Taleoselminds≫

ジョブの摘要で中間給与額の表示を有効にします。

≪社内専用ジョブ｜Internal Only
Jobs｜Taleoselminds≫

社内専用ジョブの表示を有効にします。

応募のビュー・タイプおよびソース・コードの設定
組織でOracle Taleo Recruitingを使用している場合、統合設定の際にOracleサポートが応募のビュー・タイプおよ
びソース・コード、キャリア・サイトURLを構成します。
応募のビュー・タイプおよびソース・コードを設定するプロセスは、次のとおりです。
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• 開発者ポータルを使用して、Oracle Taleo Recruitingの「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」モ
ジュールの■採用管理｜Recruiting Administration□セクションを設定します。

• 「≪ソース・トラッキング｜Source Tracking｜Taleoent≫」でソースを構成します。「≪ソース・タ
イプ｜Source Types｜Taleoent≫」を「≪紹介｜Referral｜Taleoselminds≫」および「≪そ
の他｜Other｜Taleoselminds≫」に設定し、タイプごとに新しい「≪企業ソース｜Corporate
Sources｜Taleoent≫」プロパティを構成します。

• タイプごとに作成されたソースID (コード)を書きとめます。
• Social Sourcingの「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域で、「≪ジョブ

｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪応募｜Apply｜Taleoselminds≫」サブセクションに進んで応募のビュー・タ
イプを入力します。

• Social Sourcingの「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域で、「≪ATSパラメータ｜ATS
Parameters｜Taleoselminds≫」サブセクションに進んでソース・コードを入力します。

Social Sourcingの「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域、「≪会社
｜Company｜Taleoselminds≫」 > 「≪会社のURL｜Company URLs｜Taleoselminds≫」サブセクションで
キャリア・サイトのURLを構成します。

TE応募フローのイメージ追跡コード
組織でOracle Taleo Recruitingを使用している場合、統合設定の際にOracleサポートがキャリア・セクションのため
のTE応募フローを構成し、イメージ追跡コードを追加します。これは、完了していない応募を検索し、TEでソースおよび
紹介者情報を更新するために、TSSのスケジューリング・ジョブによって使用されます。
これは、TE「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」モジュールの「≪キャリア・セクションの管理｜Career
Section Administration｜Taleoent≫」セクションで行います。イメージ追跡コードを追加するプロセスは、次のとお
りです。

• デスクトップ・キャリア・セクション、それに関連付けられている応募フロー、デスクトップ応募フローを使用するその他の
キャリア・セクションを一時的に非アクティブ化します。

• ユーザーに表示される最初の必須ページのソース・コードで、「≪応募開始｜Apply Starts｜Taleoselminds≫」
追跡イメージ・コードをデスクトップ応募フローに追加します。

• フローの最終ページのソース・コードで、■応募終了｜Apply Finish□追跡イメージ・コードをデスクトップ応募フ
ローに追加します。

• デスクトップ応募フローをアクティブ化し、それを自分のデスクトップ・キャリア・セクションその他のキャリア・セクションに関
連付け、デスクトップ・キャリア・セクションをアクティブ化します。

• モバイル・キャリア・セクションについても同じプロセスを繰り返します。
• My Oracle Supportを使用して、Cloud Operations Production DBAチームにSRを送信し、紹介者およ

びソース・データをTEに挿入するために、完了が終了していない応募を検索するためのジョブをスケジュールします。

社内異動の表示機能
社内異動表示の機能を利用すると、Social Sourcingを使用する顧客は、組織内で新しいポジションを見つけたい
従業員のための社内異動をサポートできます。
TEジョブ・フィードAPIからの情報を組み合わせて、社内異動表示の機能で、顧客は次の内容を表示できます。

• 社内候補者のみに関連し、社内候補者にのみ表示されるフィールド。
• 社内のジョブを従業員にのみ表示する表示コントロール。
• 従業員に関連する通貨タイプの表示。
• 特定の社内機能およびフィールドを従業員に表示するかどうかを決定する管理構成。

社内向けのフィールド
ジョブ・フィードの一部として、TEは社内向けの以下のフィールドをTSSに送信し、これらのフィールドが社内ユーザー(採
用担当者および従業員)に表示されます。
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• ≪採用マネージャ名｜Hiring Manager Name｜Taleoent≫
• ≪担当者名 - 社内｜Contact Name - Internal｜Taleoent≫
• ≪連絡先Eメール - 社内｜Contact Email - Internal｜Taleoent≫
• ≪最高給与額｜Maximum Salary｜Taleoselminds≫
• ≪最低給与額｜Minimum Salary｜Taleoselminds≫
• ≪中間給与｜Midpoint Salary｜Taleoselminds≫
• ≪ペイ・ベース｜Pay Basis｜Taleoent≫
• ≪通貨｜Currency｜Taleoent≫

給与情報に関する通貨の表示
社内ジョブの詳細で報酬(給与および賞与)を閲覧している社内ユーザーに対して、適切なタイプの通貨が表示されま
す。
≪社内専用ジョブ｜Internal Only Jobs｜Taleoselminds≫
ユーザーが社内ユーザー(採用担当者または従業員)としてログインしている場合、多くのTSSビューでこれが反映されま
す。たとえば、次のようになります。

• ジョブ検索では、社内ジョブは社内ユーザーに対してのみ表示されます。
• 掲載されているジョブ(「≪ジョブの詳細｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページ)には、「≪このジョブは社内候

補者専用です｜This job posting is for internal candidates only｜Taleoselminds≫」というメッセージ
が表示されます。

• 「≪ジョブの詳細｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページで、「≪友人に薦める｜Recommend to a
Friend｜Taleoselminds≫」ボタンと「≪履歴書のアップロード｜Upload Resume｜Taleoselminds≫」ボタン
は社内ユーザーに表示されません。「≪応募｜Apply｜Taleoselminds≫」ボタンのみが表示されます。

• 従業員が社内ジョブを他の候補者と共有したり、他の候補者に紹介することはできません。
• 社外候補者は、社内専用ジョブのジョブ詳細ページに遷移すると、このジョブ・ページにはアクセスできないというメッ

セージが示されます。
• キャンペーン(自動紹介告知、オンデマンド紹介、ソーシャル・ジョブ配信)に社内ジョブは表示されません。
構成
この機能の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

• ≪追加情報｜Additional
Information｜Taleoselminds≫

• ≪採用マネージャ｜Hiring
Manager｜Taleoselminds≫

• ≪社内コンタクト名｜Internal Contact
Name｜Taleoselminds≫

• ≪社内コンタクトEメール｜Internal Contact
Email｜Taleoselminds≫

• ≪最高給与額｜Maximum
Salary｜Taleoselminds≫

• ≪最低給与額｜Minimum Salary｜Taleoselminds≫
• ≪中間給与｜Midpoint Salary｜Taleoselminds≫
• ≪社内専用ジョブ｜Internal Only

Jobs｜Taleoselminds≫

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪社内情報
｜Internal Information｜Taleoselminds≫」

管理者は、特定の社内向けフィールドを従業員に表示するかどうかを構成できます。組織のポリシーに基づいて適切な
情報を選択できます。次の設定があります。
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• 「≪追加情報｜Additional Information｜Taleoselminds≫」の切替え - 「≪ジョブの詳細｜Job
Details｜Taleoselminds≫」ページで、「≪追加情報｜Additional Information｜Taleoselminds≫」の表
示/非表示を切り替えます。

• その他の社内向けフィールドの切り替え - Use to hide or display specific internal facing fields:
「≪採用マネージャ｜Hiring Manager｜Taleoselminds≫」、「≪社内コンタクト名｜Internal Contact
Name｜Taleoselminds≫」、「≪社内コンタクトEメール｜Internal Contact Email｜Taleoselminds≫」、
「≪最高給与額｜Maximum Salary｜Taleoselminds≫」、「≪最低給与額｜Minimum
Salary｜Taleoselminds≫」、「≪中間給与｜Midpoint Salary｜Taleoselminds≫」の社内向け各フィール
ドの表示/非表示を切り替えます。

• 「≪社内専用ジョブ｜Internal Only Jobs｜Taleoselminds≫」の切替え - 従業員に対して、社内専用
ジョブの表示/非表示を切り替えます。

これらの設定を「≪オン｜On｜Taleoselminds≫」にすると、該当するフィールドが従業員(採用担当者または社内候
補者)に表示されます。設定を「≪オフ｜Off｜Taleoselminds≫」に設定すると、フィールドは従業員に表示されなくな
ります。社外ユーザーは、社内専用ジョブおよびフィールドをサイトで表示できません。

紹介手数料の機能
紹介手数料の機能を利用すると、Social Sourcingを使用している顧客は、募集中のポジションについて従業員が
候補者を紹介することが可能となり、ジョブを誰かに紹介した場合に従業員に手数料が支払われるかどうか、およびそ
の金額を表示することができます。
TEジョブ・フィードAPIからの情報を組み合わせて、紹介手数料の機能で、顧客は次の内容を表示できます。

• 候補者を紹介しようとする従業員に関連する、その従業員にのみ表示される、求人情報の下に表示される新しい
フィールド。

• 従業員に関連する通貨タイプの表示。
• 紹介手数料の機能およびフィールドを従業員に表示するかどうかを決定する管理構成。

「≪紹介｜Referral｜Taleoselminds≫」のフィールド
ジョブ・フィードの一部として、TEは次の紹介フィールドをTSSに送信し、これらのフィールドが従業員に表示されます。

• ≪従業員紹介手数料のアクティブ化｜Employee Referral Bonus Activated｜Taleoent≫
• 従業員の≪紹介手数料｜Referral Bonus Amount｜Taleoent≫
• ≪通貨｜Currency｜Taleoent≫

管理者が手数料対象の表示のオン/オフを切り替えるための構成設定があります。手数料対象の表示がオンの場合、
手数料金額の表示のオン/オフを切り替えられます。
紹介手数料情報に伴う通貨の表示
紹介手数料の詳細を閲覧している社内ユーザーに対して、適切なタイプの通貨が表示されます。

構成
この機能の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

• ≪対象の表示｜Show Eligibility｜Taleoselminds≫
• ≪金額の表示｜Show Amount｜Taleoselminds≫

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪ボーナス
｜Bonus｜Taleoselminds≫」
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CSからTSSのジョブ摘要へのURLリダイレクト
顧客がSocial Sourcingをプライマリのキャリア・サイトとして使用したい場合、この機能を利用して、キャリア・セクショ
ン(CS)のジョブ摘要ページを、対応するTSSの「≪ジョブの詳細｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページにリダイレ
クトするようにOracle Taleo Enterprise(TE)で構成設定します。
プライマリのキャリア・サイトとしてCSを使用する場合、通常はジョブ摘要への外部リンクによって、ユーザー(求人サイト
から、またはEメールに埋め込まれたURLからの候補者)はTEジョブ摘要にリダイレクトされます。プライマリのキャリア・サ
イトとしてTSSを使用する場合、管理者はTE構成の設定を利用して、キャリア・セクションに基づいて、ジョブ摘要への
外部リンクを、TSSサイトの「≪ジョブの詳細｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページにリダイレクトすることができま
す。「≪ジョブ摘要リダイレクトURL｜Job Description redirect URL｜Taleoent≫」設定は、管理者がTSSペー
ジのURLを入力できるテキスト・ボックスです。この設定を構成すると、求人サイト、またはTEによって送信された文書か
らアクセスした候補者を、TSSのジョブ摘要にリダイレクトできます。

例:
たとえば、TEにおけるジョブ摘要のキャリア・セクションURLは次のようになります。

• https://ZONE.taleo.net/careersection/CSCODE/jobdetail.ftl?
job=1400123&lang=en&src=linkedin

説明:

• ZONE = カスタマ・ゾーン。
• CSCODE = 特定のキャリア・セクションのコード。
• job = 求人番号。この例では「1400123」。
• lang = 求人言語。この例では英語を示す「en」。
• src = 求人ユーザーのソース。この例では「linkedin」。

「≪ジョブ摘要リダイレクトURL｜Job Description redirect URL｜Taleoent≫」設定(TEの「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」)で、リダイレクトの指定は次のようになります。

• https://pm.referrals.selectminds.com/
• TEのURLから、「job=1400123&lang=en&src=linkedin」と3つのパラメータを追加
• 構成設定でこの2つの要素を結合した結果: https://pm.referrals.selectminds.com/

job=1400123&lang=en&src=linkedin

TSSは、TEの構成で指定されたリダイレクトURLにあるjob、language、sourceの各パラメータを受け取りま
す。URLで指定された言語がTSSに存在する場合、TSSはその言語でジョブ摘要を表示します。TSSにその言語が利
用できない場合、ジョブ摘要はTSSのデフォルトの言語ロケールで表示されます。ブラウザでURLが変化することを除け
ば、ユーザーがリダイレクトされたことを示すインタフェース要素はありません。

構成
この機能の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

≪ジョブ摘要リダイレクトURL｜Job Description redirect
URL｜Taleoent≫

[TE] 管理者としてログイン >「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >[≪キャリ
ア・セクション｜Career Section｜Taleoent≫] ≪管
理｜Administration｜Taleoent≫ >[≪キャリア・
セクション｜Career Section｜Taleoent≫] キャリ
ア・セクションを選択 > [≪キャリア・セクション・エディタ
｜Career Section Editor - ｛0｝｜Taleoent≫]
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設定

名前 場所

>[≪プロパティ｜Properties｜Taleoent≫]
>[≪URL｜URL｜Taleoselminds≫]

CSの「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」タブをTSSにリダイレクト
Oracle Taleo Career Section (CS)の顧客がSocial Sourcing (または他の製品)をプライマリのキャリア・サイ
トとして使用したいとき、この機能を利用すれば、CSの「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」タブからSocial
Sourcing (または他の製品)にユーザーをリダイレクトできます。
顧客がTSSをTaleo Enterpriseのジョブ検索のフロントエンドとして使用しているとき、ジョブを検索して、応募
したいジョブを見つけた候補者は、応募フローのためにCSに引き渡されます。応募プロセスで、候補者がさらにジョ
ブを検索することにしたときに、この機能が有効な場合は、ユーザーがTaleo Enterpriseの「≪ジョブ検索｜Job
Search｜Taleoent≫」タブをクリックすると、構成されているURLを介してTSSに戻されます。その後でユーザー
は、TSSを使用してさらにジョブの検索を続けることができます。
CSのジョブ検索またはジョブ・リスト・ページを参照している外部URLを使用する候補者も、構成されているTSSのジョブ
検索にリダイレクトされます。
この機能を有効にする設定は、Taleo Enterpriseの「≪キャリア・セクションの管理｜Career Section
Administration｜Taleoent≫」にある「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」モジュールにあります。完
全なナビゲーション・パスと設定名については、次の表を参照してください。

構成
この機能の構成プロパティを、次の表に示します。

プロパティ

名前 場所

「≪別のジョブ・リストURL｜Alternate Job List
URL｜Taleoent≫」テキスト・ボックス

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
[≪キャリア・セクション｜Career Section｜Taleoent≫]
≪管理｜Administration｜Taleoent≫ > 「≪キャリ
ア・セクション｜Career Sections｜Taleoent≫」(キャ
リア・セクション名をクリック) [≪プロパティ
｜Properties｜Taleoent≫] ≪編集
｜Edit｜Taleoselminds≫

「■「ジョブ検索」タブに別のジョブ・リストURLを適用｜Apply
Alternate Job List URL to Job Search Tab□」ドロッ
プダウン・リスト(「≪はい｜Yes｜Taleoent≫」または「≪いいえ
｜No｜Taleoent≫」)

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
[≪キャリア・セクション｜Career Section｜Taleoent≫]
≪管理｜Administration｜Taleoent≫ > 「≪キャリ
ア・セクション｜Career Sections｜Taleoent≫」(キャ
リア・セクション名をクリック) [≪プロパティ
｜Properties｜Taleoent≫] ≪編集
｜Edit｜Taleoselminds≫



サイト・ビルダーの構成
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「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、メイン・サイトとは別の複数の新規サイ
トの作成、組織の実装における全サイトのリストの参照、サイト固有の設定の編集、サイト・ブランディングの編集、およ
びサイト・ページの編集に関連する設定にアクセスできます。

構成
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」 >
「≪すべてのサイト｜All Sites｜Taleoselminds≫」

≪新規サイトの作成｜Create New
Site｜Taleoselminds≫

新しいサイト名とサイトURLパスを入力すると、デフォルト値に基づいてサイトを作成しま
す。名前とパスを保存すると、既存サイトのリストに表示され、サイト・ビルダー・ツールを使
用してサイトの編集とカスタマイズを実行できます。

■既存サイトのリスト｜List of
Existing Sites□

実装されている既存のサイトの表示と編集を行えます。

「≪サイト名｜Site
Name｜Taleoselminds≫」
と■URLリンク｜URL Link□

既存サイトの名前を表示し、サイトを開いてデプロイ後のモードで表示できます。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」 >
「≪サイト設定の編集｜Edit Site Settings｜Taleoselminds≫」

≪一般｜General｜Taleoselminds≫

≪プログラム名｜Program
Name｜Taleoselminds≫

ジョブや紹介プログラムのクライアントの名前(Vision Social Sourcingなど)。

≪短縮名｜Short
Name｜Taleoselminds≫

ジョブや紹介プログラムのクライアントの短縮名(Visionなど)。

≪サイト・モード｜Site
Mode｜Taleoselminds≫

「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」、「≪紹介｜Referrals｜Taleoselminds≫」、
または「■ジョブおよび紹介｜Jobs and Referrals□」から選択します。

≪サイト・プリファレンス｜Site
Preference｜Taleoselminds≫

サイトを「≪従業員のみ｜Employees only｜Taleoent≫」、■元従業員のみ
｜Alumni Only□、または■ハイブリッド｜Hybrid□(両方)に設定します。

≪バニティ・ドメイン｜Vanity
Domains｜Taleoselminds≫

このキャリア・サイトまたは紹介プログラムのバニティ・ドメインを入力します。
「www.」(またはサブドメイン)プリフィクスが付いている値を、パイプ文字で区切ります。

≪GoogleアナリティクスID｜Google
Analytics ID｜Taleoselminds≫

顧客サイト固有のGoogleアナリティクス・コードを入力すると、Googleアナリティクスでサ
イトの活動をトラッキングできます。ここでコードを指定すると、フロントエンド・ページ(ポータ
ルやホームなど)でGoogleアナリティクスでトラッキングするための、ソース・コードが追加さ
れます。
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設定

名前 説明

≪Googleアナリティクス・ダッシュ
ボード｜Google Analytics
Dashboard｜Taleoselminds≫

「≪ここをクリックしてGoogleアナリティクス・ダッシュボードを開きます｜Click here to
open the Google Analytics dashboard｜Taleoselminds≫」というリンクを使用
して、サイトのGoogleアナリティクス・ダッシュボードにアクセスします。

≪カテゴリ + 場所ページ｜Category + Location Pages｜Taleoselminds≫

≪カテゴリ・ランディング・ペー
ジ｜Category Landing
Page｜Taleoselminds≫

ジョブのカテゴリに基づいたランディング・ページを有効にします。

≪場所ランディング・ページ｜Location
Landing Page｜Taleoselminds≫

ジョブの場所に基づいたランディング・ページを有効にします。

■都道府県/州ページの有効化
｜Enable State/Prov. Pages□

都道府県/州に基づいた場所ランディング・ページを有効にします。国のリストが表示され
ます。国ごとに、ランディング・ページとして有効になっている都道府県/州の数とその合計
が表示されます。国名をクリックすると、その国の都道府県/州のリストが開きます。各都
道府県/州のランディング・ページについて、有効と無効を切り替えます。

≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫

≪国によるジョブのフィル
タ｜Filter Jobs by
Country｜Taleoselminds≫

このサイトのジョブに含める国を選択します。

≪会社によるジョブのフィ
ルタ｜Filter Jobs by
Company｜Taleoselminds≫

このサイトのジョブに含める会社を選択します。

≪キャリア・セクションによるジョブの
フィルタ｜Filter Jobs by Career
Section｜Taleoselminds≫

このサイトのジョブに含めるキャリア・セクションを選択します。

≪ジョブ結果の再ロード｜Reload
Job Results｜Taleoselminds≫

該当するすべてのランディング・ページに、ジョブ・リストを再ロードします。場所ランディング・
ページ(前述)を更新するには、このページを再ロードしてください。

≪友人の履歴書のアップ
ロード｜Upload Friend's
Resume｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者のみ使用できます。ユーザーが友人の履歴書をアップロードすることは
できません。

≪国フィルタ｜Country
Filter｜Taleoselminds≫

ジョブ検索、キャンペーン作成、分析において、国フィルタで国ファセットを有効にします。

≪場所の後に国を表示
｜Display Country After
Location｜Taleoselminds≫

「≪ジョブの詳細｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページで、「≪場所
｜Location｜Taleoselminds≫」の後の「≪国｜Country｜Taleoselminds≫」の
表示を有効にします。

≪会社フィルタ｜Company
Filter｜Taleoselminds≫

ジョブ検索、キャンペーン作成、分析において、会社フィルタで会社ファセットを有効にしま
す。

≪開始日範囲｜Start Date
Range｜Taleoselminds≫

開始日範囲を有効にします。

≪言語
｜Languages｜Taleoselminds≫

ジョブ検索で言語ファセットを有効にします。
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設定

名前 説明

≪信頼できる紹介者への急
募フラグの表示｜Show
Hot Flags to Trusted
Referrers｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者への急募フラグの表示を有効にします。

≪社外ユーザーへの急募フラグの表示
｜Show Hot Flags to External
Users｜Taleoselminds≫

社外ユーザーへの急募フラグの表示を有効にします。

≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫

≪表示するカテゴリ・タイルの最大数
｜Max ♯ of Category Tiles to
Display｜Taleoselminds≫

ホーム・ページで表示するカテゴリ・タイルの最大数を選択します。公開されているトップ・ラ
ンディング・ページにカテゴリ・ランディング・ページをタイルとして表示することで、カテゴリ・ラ
ンディング・ページをPRします。タイルの表示は次の条件に基づきます。

1. ユーザーのプリファレンスにそのカテゴリがリストされており、そのカテゴリに募集中のジョブ
が3つ以上ある。または、

2. 新規ジョブが多い順に、公開済みのカテゴリに基づいてシステムがタイルの残りを埋め
る。

≪匿名のアクティビティ・フィー
ド｜Anonymous Activity
Feed｜Taleoselminds≫

アクティビティ・フィードのすべての名前および画像を非表示にします。

≪紹介者アクティビティ｜Referrer
Activity｜Taleoselminds≫

サイト・モードで紹介機能がサポートされている場合に、サイドバーのウィジェット経由で紹
介アクティビティをユーザーに表示します。

≪社外IDを紹介者アク
ティビティに表示｜Show
External ID in Referrer
Activity｜Taleoselminds≫

紹介者アクティビティで、社外IDの表示を有効にします。

≪検索｜Search｜Taleoent≫

≪国リスト・フィルタ｜Country List
Filter｜Taleoselminds≫

ジョブ検索で表示される国を選択します。

≪結果の最大数｜Maximum ♯ of
Results｜Taleoselminds≫

ジョブ検索で表示される結果の最大数を入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」 >
「≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site Branding｜Taleoselminds≫」

≪コンテンツの色｜Content Colors｜Taleoselminds≫

≪本文背景｜Body
Background｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪フォント｜Font｜Taleoselminds≫ 16進数値を入力します。

≪リンク｜Link｜Taleoselminds≫ 16進数値を入力します。

≪リンク・ホバー｜Link
Hover｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。
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設定

名前 説明

≪タイトル
｜Title｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪アイコン
｜Icon｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪ナビゲーションの色｜Navigation Colors｜Taleoselminds≫

≪ヘッダーの背景｜Header
Background｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪ナビゲーション・リンク｜Navigation
Link｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪選択したナビゲーション・リ
ンク｜Navigation Link
Selected｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪ナビゲーション・リンクの下
線｜Navigation Link
Underline｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪サブナビゲーション・リン
ク｜Sub-Navigation
Link｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪アクティブ・サブナビゲーション・リ
ンク｜Sub-Navigation Link
Active｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪フッター背景｜Footer
Background｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪フッター・テキスト｜Footer
Text｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪フッター・リンク｜Footer
Link｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪フッター・リンクの下
線｜Footer Link
Underline｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪ボタンの色｜Button Colors｜Taleoselminds≫

≪プライマリ背景｜Primary
Background｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪プライマリ・テキスト｜Primary
Text｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪セカンダリ背景｜Secondary
Background｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。
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≪セカンダリ・テキスト｜Secondary
Text｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪検索背景｜Search
Background｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪検索テキスト｜Search
Text｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪背景の作成｜Create
Background｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪テキストの作成｜Create
Text｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪カテゴリ・タイルの色｜Category Tiles Colors｜Taleoselminds≫

≪カテゴリ・タイル1｜Category Tile
1｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪カテゴリ・タイル2｜Category Tile
2｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪カテゴリ・タイル3｜Category Tile
3｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪カテゴリ・タイル4｜Category Tile
4｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪カテゴリ・タイル5｜Category Tile
5｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪カテゴリ・タイル6｜Category Tile
6｜Taleoselminds≫

16進数値を入力します。

≪フォント｜Fonts｜Taleoselminds≫

≪本文テキスト標準｜Body Text
Normal｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

≪本文テキスト太字｜Body Text
Bold｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

≪ヘッダー細字｜Header
Light｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

≪ヘッダー標準｜Header
Normal｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

≪ヘッダー太字｜Header
Bold｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

≪ボタン
｜Button｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。
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≪ナビゲーション
｜Navigation｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

「≪PR｜Promo｜Taleoselminds≫」(プ
ロモーション・テキスト)

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

≪フッター
｜Footer｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

≪メッセージ本文｜Messaging
Body｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

≪メッセージ・ヘッダー｜Messaging
Header｜Taleoselminds≫

フォント・ファミリ名を入力します。≪フォント・ファミリには、Webセーフ・フォントを指定する
必要があります。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」 >
「≪サイトの編集｜Edit Site｜Taleoselminds≫」

≪公開
｜Publish｜Taleoselminds≫

編集したサイトを公開し、サイト設定を保存します。

≪ブランディング｜Branding｜Taleoselminds≫

≪ロゴおよびイメージ
｜Logos ＆amp;
Images｜Taleoselminds≫

「≪ロゴおよびイメージ｜Logos ＆amp; Images｜Taleoselminds≫」モーダルが開
き、サイトのポータル/ホーム・ページのバナー、Facebookアプリケーション、LinkedInロ
ゴ、ファビコンやランディング・ページのイメージをアップロードできます。

≪拡張CSS｜Advanced
CSS｜Taleoselminds≫

「≪拡張CSS｜Advanced CSS｜Taleoselminds≫」(カスケード・スタイル・シー
ト)モーダルを開きます。顧客の固有ブランディングと連動して動作するカスタムの拡
張CSSを入力でき、顧客のヘッダー、フッターおよびサイドバー・ナビゲーションでTSSを囲
むようにTSSのスタイルを正しく設定します。このCSSは、TSS固有コンテンツの色やスタイ
ルを制御するCSSとは別のものです。

≪ブランディング
｜Branding｜Taleoselminds≫

ページ・レイアウト、プリヘッダーおよびサブフッターのブランディング機能の「≪オン
｜On｜Taleoselminds≫」リンク/「≪オフ｜Off｜Taleoselminds≫」リンクを切り替え
ます。アクティブな場合、各リンクからその機能を構成するモーダルが開きます。

≪レイアウト
｜Layout｜Taleoselminds≫

モーダルで、使用可能なページ・レイアウトを選択できます。

≪プリヘッダー｜Pre-
Header｜Taleoselminds≫

モーダルで、プリヘッダーHTMLの入力と編集が可能です。

≪サブフッター｜Sub-
Footer｜Taleoselminds≫

モーダルで、サブフッターHTMLの入力と編集が可能です。

≪コンパクト・ナビゲー
ション｜Compact
Nav｜Taleoselminds≫

プリヘッダーで会社ロゴのオン/オフを切り替えます。

≪レスポンシブ
｜Responsive｜Taleoselminds≫

サイト・ブランディングを、モバイル・デバイス上での表示に対応したレスポンシブ・デザインに
します。

≪ページ｜Pages｜Taleoselminds≫
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「≪ページ
｜Pages｜Taleoselminds≫」(リス
ト)

ページ・エディタで編集できるサイト内のページへのリンクをリストします。ページ名のリンクを
クリックすると、ページ・エディタでそのページが開きます。

≪モジュール｜Modules｜Taleoselminds≫

≪PR｜Promo｜Taleoselminds≫ 「≪PR｜Promo｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オフを切り替えます。

≪上位紹介者｜Top
Referrers｜Taleoselminds≫

「≪上位紹介者｜Top Referrers｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オフを切り
替えます。

≪検索
｜Search｜Taleoselminds≫

「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オフを切り替えます。

≪以前の検索｜Previous
Searches｜Taleoselminds≫

「≪以前の検索｜Previous Searches｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オフ
を切り替えます。

≪カテゴリ
｜Categories｜Taleoselminds≫

「≪カテゴリ｜Categories｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オフを切り替えま
す。

≪共有｜Share｜Taleoselminds≫ 「≪共有｜Share｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オフを切り替えます。

≪ソーシャル
｜Social｜Taleoselminds≫

「≪ソーシャル｜Social｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オフを切り替えます。

≪特集ジョブ｜Featured
Jobs｜Taleoselminds≫

「≪特集ジョブ｜Featured Jobs｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オフを切り
替えます。

≪アクティビティ・フィード｜Activity
Feed｜Taleoselminds≫

「≪アクティビティ・フィード｜Activity Feed｜Taleoselminds≫」ブロックの表示オン/オ
フを切り替えます。

≪曖昧なランディング・ページ・イ
メージ｜Landing Page Image
Blur｜Taleoselminds≫

「≪曖昧なランディング・ページ・イメージ｜Landing Page Image
Blur｜Taleoselminds≫」のオン/オフを切り替えます。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」 >
「≪デフォルト・サイトのクローンの作成｜Create clone of ♯♯Site.title♯♯｜Taleoselminds≫」

≪サイト名｜Site
Name｜Taleoselminds≫

選択した既存のサイトからクローンとして作成した新規サイトの名前を入力できます。

≪サイトパス｜site-
path｜Taleoselminds≫

クローン・サイトのURLパスを入力できます。
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図: 「≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site Branding｜Taleoselminds≫」で構成可能なホーム・ページ要素

図: 「≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site Branding｜Taleoselminds≫」で構成可能な「≪ジョブの詳細
｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページの要素
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図: 「≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site Branding｜Taleoselminds≫」で構成可能なランディング・ページ
要素

≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫
管理者は、≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫を使用して、複数のSocial Sourcingサイトを1つ
のインスタンス内に作成し、ブランディング、公開、管理を行うことができます。
サイトを、個別の対象者またはブランドに向けて作成できます。複数のサイトを作成および管理できるので、ブランド、地
理、ジョブ・タイプに基づいて対象者をセグメント化し、別々のサイトで扱いたい顧客には便利です。異なるブランドに基
づいてサイトを作成できるため、複数ブランドでビジネスを展開している顧客にも効果的です。
構成設定は、顧客の管理者が「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」セクションで行うことがで
きます。サイトは、サイトごとの構成が可能です。管理者は、そのサイトに影響する設定を1つの場所で管理できま
す。TSSにはデフォルト・サイト(元のサイト)があり、これは削除も破棄もできません。
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」セクションで、管理者は新しい名前とURLパスを指定して新
しいサイトを作成できます。ブランディング、ページの外観、その他の様々な機能などのサイトごとの設定があります。
サイト・ビルダーのコンポーネント
サイト・ビルダーのコンポーネントは次のとおりです。

• 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」リンク(「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域の左側ナビゲーション)。

• 既存のサイトをすべてリストするホーム画面。管理者がそれらのサイトを開いて表示できるリンクがあります。
• 「≪新規サイトの作成｜Create New Site｜Taleoselminds≫」ボタン。ユーザーが新しいサイトの作成を開始

できます。
• 「≪サイト設定の編集｜Edit Site Settings｜Taleoselminds≫」ボタン(歯車アイコン)。ここから、「≪一般

｜General｜Taleoselminds≫」、「≪カテゴリ・ページ｜Category Page｜Taleoselminds≫」と「≪ランディン
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グ・ページ｜Landing Pages｜Taleoselminds≫」「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」、「≪ホーム・ページ
｜Home Page｜Taleoselminds≫」および「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」の各機能を利用できま
す。

• 「≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site Branding｜Taleoselminds≫」ボタン(絵筆アイコン)。ここ
から、「≪コンテンツの色｜Content Colors｜Taleoselminds≫」、「≪ナビゲーションの色｜Navigation
Colors｜Taleoselminds≫」、「≪ボタンの色｜Button Colors｜Taleoselminds≫」、「≪カテゴリ・タイルの色
｜Category Tiles Colors｜Taleoselminds≫」および「≪フォント｜Fonts｜Taleoselminds≫」など、ブラン
ディング機能についてサイト固有の設定を行えます。

• 「≪サイトの編集｜Edit Site｜Taleoselminds≫」ボタン(スクリーン・アイコン)。ここから、サイトの「≪サイト・
ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」エディタページにアクセスします。「≪サイト・ビルダー｜Site
Builder｜Taleoselminds≫」エディタのナビゲーション・パネルが左側に表示されます。

• ■クローンの作成｜Create a Clone□ボタン(重なったページのアイコン)。新しいサイトを作成するとき、サイトのコ
ピーを作成して使用できます。

図: 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成と、「≪サイト・ビルダー｜Site
Builder｜Taleoselminds≫」エディタ・ページ
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」エディタ
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」エディタ・ページでは、左側のナビゲーションを使って、次のよ
うなその他の機能にアクセスします。

• ≪公開中｜Publishing｜Taleolearn≫ - サイトまたはページに対する変更を保存します。
• ■編集中｜Editing□ - ブランディングなどの機能、個々のサイト・ページのページ・エディタ、モジュールまたはブロッ

クの表示/非表示切替え機能などがあります。

ブランディング
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作成したサイトごとに固有のブランディングを設定し、固有のルック・アンド・フィールを持たせることができます。サイトに、
組織のスタンダードを反映させた、グローバル・ブランディング・スタンダードを設定することもできます。ブランディング設定
は、「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」セクションの2つの場所から利用できます。
1. 「≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site Branding｜Taleoselminds≫」ボタン(絵筆アイコン)。
2. 「≪サイトの編集｜Edit Site｜Taleoselminds≫」ボタン(スクリーン・アイコン) > 「≪サイト・ビルダー｜Site

Builder｜Taleoselminds≫」エディタ・ページ > 「≪ブランディング｜Branding｜Taleoselminds≫」サブセク
ション。

「≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site Branding｜Taleoselminds≫」の機能については前述しました。「≪サ
イト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」エディタ・ページには、次のブランディング機能があります。

• ロゴとイメージのアップロード
• 拡張CSS (スタイルシート)のロード
• ページ・レイアウトの変更
• プリヘッダーおよびサブフッターのHTMLのロード
• ナビゲーション・バーの圧縮
構成
この機能の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

• ≪新規サイトの作成｜Create New
Site｜Taleoselminds≫

• ≪サイト設定の編集｜Edit Site
Settings｜Taleoselminds≫

• ≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site
Branding｜Taleoselminds≫

• ≪サイトの編集｜Edit Site｜Taleoselminds≫
• ■サイトのクローンの作成｜Create Clone of Site□

[TSS] 管理者ログイン > 「≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」 > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サイト・ビ
ルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」

新しいサイトの作成
前提条件
デフォルトのサイトから新しいサイトを作成する場合には、このオプションを使用します。
組織のSocial Sourcingサイトに対する管理者アクセス権が必要です。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」
ステップ
1. 「≪新規サイトの作成｜Create New Site｜Taleoselminds≫」をクリックします。
2. 「≪サイト名｜Site Name｜Taleoselminds≫」と、完全なサイト・パス(URL)を入力します。

新しいサイトは、組織のメイン・サイトの一部になるため、サイト・パスのフィールドには、組織のメイン・サイト
のURLの冒頭部分が入ります(http://pmg.slm.int/など)。新しいサイトのパスの残りを、このURLに続けて
追加してください(New-site/など)。この例では、最終的にURLパスはhttp://pmg.slm.int/New-site/と
なります。

3. 「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」をクリックします。
続行しない場合は、「≪取消｜Cancel｜Taleoselminds≫」オプションをクリックします。



51 · Social Sourcing Cloud Service Configuration Guide

結果
新しいサイトが作成されます。これは、デフォルトのサイトのクローンですが、URLは新しいものです。
新しいサイト名とURLが、「≪すべてのサイト｜All Sites｜Taleoselminds≫」リストに追加され表示されま
す。URLリンクをクリックすると、そのサイトが開きます。
次ステップ
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」の他の機能を使用して、サイト設定、ブランディング、ペー
ジ、モジュールを編集します。

サイト設定の編集
前提条件
組織のSocial Sourcingサイトに対する管理者アクセス権が必要です。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」
ステップ

1. 「≪すべてのサイト｜All Sites｜Taleoselminds≫」リストで、編集するサイトを検索します。
ここで行う編集は、このサイトにしか影響しません。

2. サイト名の右にある、「≪サイト設定の編集｜Edit Site Settings｜Taleoselminds≫」(歯車)アイコンをク
リックします。
「≪設定｜Settings｜Taleoselminds≫」ページが開きます。様々なサイト設定が用意されており、メインの
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」メニューで、「≪会社｜Company｜Taleoselminds≫」、
「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」、「≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫」お
よび「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」のサブセクションが表示されます。このページの設定は、
「≪一般｜General｜Taleoselminds≫」、「≪カテゴリ + 場所ページ｜Category + Location
Pages｜Taleoselminds≫」、「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」、「≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫」および「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」のサブセクションにまとめられてい
ます。

3. 現在の設定を確認し、新しいサイトを必要に応じて変更または編集してください。
変更は、各設定を編集するごとに保存されます。

4. 変更が終わったら、「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」リンクをクリックして「≪サイト・ビル
ダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成セクションに戻ります。

結果
選択したサイトの設定が編集されます。
次ステップ
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」の他の機能を使用して、サイトのブランディング、
ページ、モジュールを編集します。または、他の構成セクションや他のユーザー設定に移動するか、「≪終了
｜Exit｜Taleoselminds≫」をクリックして「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」を終了します。

サイト・ブランディングの編集
前提条件
組織のSocial Sourcingサイトに対する管理者アクセス権が必要です。
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[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」
ステップ

1. 「≪すべてのサイト｜All Sites｜Taleoselminds≫」リストで、編集するサイトを検索します。
ここで行う編集は、このサイトにしか影響しません。

2. サイト名の右にある、「≪サイト・ブランディングの編集｜Edit Site Branding｜Taleoselminds≫」(絵筆)ア
イコンをクリックします。
「≪サイト・ブランディング｜Site Branding｜Taleoselminds≫」ページが開きます。様々なブランディング設
定が、「≪コンテンツの色｜Content Colors｜Taleoselminds≫」、「≪ナビゲーションの色｜Navigation
Colors｜Taleoselminds≫」、「≪ボタンの色｜Button Colors｜Taleoselminds≫」、「≪カテゴリ・タイルの
色｜Category Tiles Colors｜Taleoselminds≫」および「≪フォント｜Fonts｜Taleoselminds≫」のサブ
セクションにまとめられており、それにアクセスできます。

3. 現在の設定を確認し、新しいサイトのブランディングの色やフォントを必要に応じて変更または編集してください。
色は、16進数値で入力します。
変更は、各設定を編集するごとに保存されます。

4. 変更が終わったら、「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」リンクをクリックして「≪サイト・ビル
ダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成セクションに戻ります。

結果
選択したサイトのブランディング色とフォントの設定が編集されます。
次ステップ
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」で他の機能を使用して、追加のブランディング設定、サイ
トの一般設定、ページおよびモジュールを編集します。または、他の構成セクションや他のユーザー設定に移動する
か、「≪終了｜Exit｜Taleoselminds≫」をクリックして「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」を終了し
ます。

サイト・ページの編集
前提条件
組織のSocial Sourcingサイトに対する管理者アクセス権が必要です。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」
ステップ

1. 「≪すべてのサイト｜All Sites｜Taleoselminds≫」リストで、編集するサイトを検索します。
ここで行う編集は、このサイトにしか影響しません。

2. サイト名の右にある、「≪サイトの編集｜Edit Site｜Taleoselminds≫」(スクリーン)アイコンをクリックします。
「≪サイトの編集｜Edit Site｜Taleoselminds≫」ページが、新しいブラウザ・ウィンドウまたはタブ
で開きます。様々な構成ツールが、「≪公開｜Publish｜Taleoselminds≫」、「≪ブランディング
｜Branding｜Taleoselminds≫」、「≪ページ｜Pages｜Taleoselminds≫」および「≪モジュール
｜Modules｜Taleoselminds≫」のサブセクションにまとめられており、それにアクセスできます。

3. 現在の設定を確認し、新しいサイトを必要に応じて変更または編集してください。
詳細は、このガイドで「サイト・ビルダーの構成」と「ページ・エディタの編集」の章を参照してください。



53 · Social Sourcing Cloud Service Configuration Guide

4. サイトとそのページに対する変更が終わったら、「≪公開｜Publish｜Taleoselminds≫」をクリックして、変更を
システムに書き込みます。

5. ブラウザ・ウィンドウまたはタブを閉じ、「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成ページに戻
ります。

結果
選択したサイトのブランディング、ページ、モジュールの設定が編集されます。
次ステップ
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」構成領域で他の機能を使用して、追加のサイト・ブ
ランディングや一般設定を編集します。または、他の構成セクションや他のユーザー設定に移動するか、「≪終了
｜Exit｜Taleoselminds≫」をクリックして「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」を終了します。

ページ・エディタの使用
前提条件
組織のSocial Sourcingサイトに対する管理者アクセス権が必要です。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」
ステップ
1. 「≪すべてのサイト｜All Sites｜Taleoselminds≫」リストで、編集するサイトを検索します。

ここで行う編集は、このサイトにしか影響しません。
2. サイト名の右にある、「≪サイトの編集｜Edit Site｜Taleoselminds≫」(スクリーン)アイコンをクリックします。

「≪サイトの編集｜Edit Site｜Taleoselminds≫」ページが、新しいブラウザ・ウィンドウまたはタブ
で開きます。様々な構成ツールが、「≪公開｜Publish｜Taleoselminds≫」および「≪プレビュー
｜Preview｜Taleoselminds≫」、「≪ブランディング｜Branding｜Taleoselminds≫」、「≪言語
｜Language｜Taleoselminds≫」、■ページ・エディタとしてプレビュー｜Preview as Page Editor□、
および「≪モジュール｜Modules｜Taleoselminds≫」のサブセクションにまとめられており、それにアクセスできま
す。

3. 「≪ページ｜Pages｜Taleoselminds≫」の下に、サイトのページ名がハイパーリンク付きで表示されます。いず
れかをクリックすると、右側にページが表示されます。
ページが、「≪ページ・エディタ｜Page Editor - ｛0｝｜Taleoent≫」ビューに表示されます。

4. ページの右側で、いずれかのブロック(モジュール)にカーソルを置きます(「≪以前のジョブ検索｜Previous Job
Searches｜Taleoselminds≫」または「≪アクティビティ・フィード｜Activity Feed｜Taleoselminds≫」)。
ブロックがグレー表示になり、2つのコントロールが表示されます。1つは上下矢印、もう1つは目のアイコンです。

5. このコントロールを使用して、次の処理を実行できます。
• 上下矢印を使用して、ページ右側でブロックの上下位置を入れ替えます。
• 目のアイコンを使用して、ブロックの表示/非表示を切り替えます。

6. 表示を変更するブロックごとにステップ5と6を繰り返します。
7. ページ・エディタを使用してページ上のブロックの表示の配置変更が終わったら、「≪公開

｜Publish｜Taleoselminds≫」をクリックします。これで、変更が保存されます。
8. サイトのページに対する変更が終わったら、ブラウザ・ウィンドウまたはタブを閉じ、「≪サイト・ビルダー｜Site

Builder｜Taleoselminds≫」構成セクションに戻ります。
結果
選択したサイトのページのブロックが、必要に応じて配置変更されます。
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次ステップ
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」の他の機能を使用して、追加のサイト・ブラン
ディングや一般設定を編集します。または、他の構成セクションや他のユーザー設定に移動するか、「≪終了
｜Exit｜Taleoselminds≫」をクリックして「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」を終了します。

サイトのクローンの作成
前提条件
選択した既存のサイトのクローンから新しいサイトを作成する場合には、このオプションを使用します。
組織のSocial Sourcingサイトに対する管理者アクセス権が必要です。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」
ステップ

1. 「≪すべてのサイト｜All Sites｜Taleoselminds≫」リストで、クローンを作成するサイトを検索します。
2. サイト名の右にある、■クローンの作成｜Create a Clone□(重なったページ)アイコンをクリックします。
3. 「≪サイト名｜Site Name｜Taleoselminds≫」を入力し、サイト・パス(URL)をすべて完成させます。

新しいサイトは、組織のメイン・サイトの一部になるため、サイト・パスのフィールドには、組織のメイン・サイト
のURLの冒頭部分が入ります(http://pmg.slm.int/など)。新しいサイトのパスの残りを、このURLに続けて
追加してください(New-site/など)。この例では、最終的にURLパスはhttp://pmg.slm.int/New-site/と
なります。

4. 「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」をクリックします。
続行しない場合は、「≪取消｜Cancel｜Taleoselminds≫」オプションをクリックします。

結果
新しいサイトが作成されます。これは、選択した既存のサイトのクローンですが、URLは新しいものです。
新しいサイト名とURLが、「≪すべてのサイト｜All Sites｜Taleoselminds≫」リストに追加され表示されま
す。URLリンクをクリックすると、そのサイトが開きます。
次ステップ
「≪サイト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」で他の機能を使用して、サイト設定、ブランディング、ペー
ジ、モジュールを編集します。
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「≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、「≪アクティビティ・フィード｜Activity
Feed｜Taleoselminds≫」モジュールに関連する設定にアクセスできます。

構成
「≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫」 >
「≪アクティビティ・フィード｜Activity Feed｜Taleoselminds≫」

≪匿名のアクティビティ・フィー
ド｜Anonymous Activity
Feed｜Taleoselminds≫

アクティビティ・フィード項目からすべての名前と画像を隠します。
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「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、ユーザー設定の構成、ユーザー登録、ログイン、ログ
イン・リダイレクト、信頼できる紹介者、上位紹介者、優先紹介者および採用担当者に関連する設定にアクセスできま
す。

構成
「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般
｜General｜Taleoselminds≫」

≪ユーザー名の最大表示長
｜Usename Display Max
Length｜Taleoselminds≫

ホーム・ページのユーザー設定リンクに表示されるユーザー名の最大文字数を入力しま
す。

≪信頼できる紹介者
の関係ID｜Trusted
Referrer Relationship
ID(s)｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者と見なされるユーザー・ロールの関係IDを入力します。値は、パイプ区
切り形式で入力してください。たとえば、元従業員と従業員を「10|20」と入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪登録
｜Registration｜Taleoselminds≫」

≪関係の選択｜Choose
Relationship｜Taleoselminds≫

登録プロセスで登録者に会社との関係を選択するように要求します。

≪従業員番号の検証
｜Employee Number
Validation｜Taleoselminds≫

「≪関係の選択｜Choose Relationship｜Taleoselminds≫」が有効な場合、従業
員の関係を選択する際に「≪登録｜Registration｜Taleoselminds≫」モーダルで従
業員番号を入力するように登録者に要求します。

≪部門および場所の選択
｜Choose Department ＆amp;
Location｜Taleoselminds≫

「≪関係の選択｜Choose Relationship｜Taleoselminds≫」が有効で「≪従業員
番号の検証｜Employee Number Validation｜Taleoselminds≫」が無効な場
合、従業員の関係を選択する際に「≪登録｜Registration｜Taleoselminds≫」モー
ダルで、対応する部門と場所を選択するように登録者に要求します。

≪登録のロケールの選択
｜Choose Locale in
Registration｜Taleoselminds≫

登録者が「≪登録｜Registration｜Taleoselminds≫」モーダルで言語ロケールを選
択できます。

≪条件チェック｜Terms
＆amp; Conditions
Check｜Taleoselminds≫

「≪登録｜Registration｜Taleoselminds≫」モーダルで、「≪条件｜Terms
＆amp; Conditions｜Taleoselminds≫」チェックボックスとリンクを有効にします。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪ログイン
｜Login｜Taleoselminds≫」
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設定

名前 説明

≪見込みのあるユーザーに部分的に
ログイン｜Partially Log In the
Likely User｜Taleoselminds≫

これを有効にすると、一定の本人確認ができている(Eメール・キャンペーン・リンク・トラッキ
ング経由など)場合に、信頼できる紹介者を部分的にログインさせます。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪ログイン・リダ
イレクト｜Login Redirect｜Taleoselminds≫」

≪フロントエンド・ユーザー｜Front-
End User｜Taleoselminds≫

フロントエンド・ユーザーのログイン・リダイレクトURLを設定します。

≪採用担当者
｜Recruiter｜Taleoselminds≫

採用担当者のログイン・リダイレクトURLを設定します。

≪管理者
｜Administrator｜Taleotbe≫

管理者ユーザーのログイン・リダイレクトURLを設定します。

≪最高管理者｜Supreme
Admin｜Taleoselminds≫

最高管理者ユーザーのログイン・リダイレクトURLを設定します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪上位紹介者
｜Top Referrers｜Taleoselminds≫」

≪候補者に表示｜Show to
Candidates｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者以外のユーザーでも上位紹介者の情報を表示できるかどうかを規制し
ます。上位紹介者は、次の基準でスコア付けされます。

• ジョブの共有
• ジョブの共有から生じたクリック
• ジョブの共有から生じた応募の開始

各条件は、プリファレンスに従って加重されます。上位紹介者となるには、構成されている
合格スコアを最低でも満たす必要があります。

≪合格点｜Qualifying
Score｜Taleoselminds≫

上位紹介者の合格点を設定します。

≪紹介加重｜Referral
Weight｜Taleoselminds≫

「ジョブの共有紹介」の加重を設定します。

≪クリック加重｜Click
Weight｜Taleoselminds≫

「ジョブの共有から生じたクリック」の加重を設定します。

≪候補者加重｜Candidate
Weight｜Taleoselminds≫

「ジョブの共有から生じた応募の開始」の加重を設定します。

≪採用済加重｜Hired
Weight｜Taleoselminds≫

「採用された候補者」の加重を設定します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪優先紹介者
｜Priority Referrer｜Taleoselminds≫」

≪優先紹介者有効
｜Priority Referrer
Enabled｜Taleoselminds≫

ATS (応募トラッキング・システム)のURLで優先紹介者パラメータを渡せるようにします。
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設定

名前 説明

≪パラメータ名｜Parameter
Name｜Taleoselminds≫

パラメータ名(pr_flagなど)を入力します。

≪パラメータ値｜Parameter
Value｜Taleoselminds≫

パラメータ値(trueなど)を入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫」

≪ユーザー設定のロケールの選択
｜Choose Locale in User
Settings｜Taleoselminds≫

「≪ユーザー設定｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」 > 「≪設定
｜Settings｜Taleoselminds≫」で、ロケール・セレクタを有効にします。

■追加フィールドでのユーザー設定
｜User Settings in Additional
Fields□

「≪ユーザー設定｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」 > 「≪設定
｜Settings｜Taleoselminds≫」に、追加フィールドがあれば設定します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」 > 「≪採用担当者
｜Recruiters｜Taleoselminds≫」

≪採用担当者を招待｜Invite a
Recruiter｜Taleoselminds≫

管理者がアプリケーションから、採用担当者にEメールの招待を送信する機能を有効にし
ます。

≪採用担当者にオンデマンド紹
介およびタレント・コミュニティ・キャ
ンペーンへのアクセス権を付与
｜Grant Recruiters Access
to Referral On-Demand
and Talent Community
Campaigns｜Taleoselminds≫

採用担当者が、オンデマンド紹介(ROD)およびタレント・コミュニティ(TC)キャンペーンの
作成と管理にアクセスできます。

≪ジョブ応募時にマークした採
用担当者に通知｜Notify
Starred Recruiters on Job
Apply｜Taleoselminds≫

ユーザーが特定のジョブへの応募を開始すると、そのジョブにマークしている採用担当者に
このアクティビティについてEメールで通知します。

≪採用担当者システム通
知｜Recruiter System
Notifications｜Taleoselminds≫

システム通知を受信するかどうか、システムの採用担当者ごとにオン/オフのトグル・スイッチ
が提供されます。
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「≪ソーシャル・チャネル｜Social Channels｜Taleoselminds≫」構
成設定

「≪ソーシャル・チャネル｜Social Channels｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪ソーシャル・チャネル｜Social Channels｜Taleoselminds≫」構成セクションで
は、Facebook、LinkedIn、TwitterおよびWeiboへのサイト接続に関連する設定にアクセスできます。

構成
「≪ソーシャル・チャネル｜Social Channels｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ソーシャル・チャネル｜Social
Channels｜Taleoselminds≫」 > 「≪Facebook｜Facebook｜Taleoselminds≫」

≪Facebook有効｜Facebook
Enabled｜Taleoselminds≫

Social SourcingでFacebookアプリケーション/チャネルを有効にします。

≪APIキー｜API
Key｜Taleoselminds≫

FacebookのAPIキーを入力します。

≪応募ID｜Application
ID｜Taleoselminds≫

FacebookアプリケーションIDを入力します。

≪アプリケーション・シー
クレット｜Application
Secret｜Taleoselminds≫

Facebookアプリケーション・シークレットを入力します。

≪Facebookクイック
共有｜Facebook
Quickshare｜Taleoselminds≫

連携設定なしでFacebookに投稿するクイック共有を有効にします。

≪摘要の最大長｜Description
Max Length｜Taleoselminds≫

摘要の最大の長さを入力します。

≪タブ・アプリケーションの
アクティブ化｜Tab App
Activation｜Taleoselminds≫

Facebookのタブ・アプリケーションの表示を有効にします。

≪SJD - Facebookアプリケー
ション・ジョブ・リンクの使用｜SJD
- Use Facebook App Job
Link｜Taleoselminds≫

SJD (ソーシャル・ジョブ配信)でFacebookアプリケーション・ジョブ・リンクの使用を有効に
します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ソーシャル・チャネル｜Social
Channels｜Taleoselminds≫」 > 「≪Twitter｜Twitter｜Taleoselminds≫」

≪Twitter有効｜Twitter
Enabled｜Taleoselminds≫

Social SourcingでTwitterチャネルを有効にします。
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設定

名前 説明

≪コンシューマ(API)キー
｜Consumer (API)
Key｜Taleoselminds≫

TwitterのコンシューマAPIキーを入力します。

≪コンシューマ・シーク
レット｜Consumer
Secret｜Taleoselminds≫

Twitterのコンシューマ・シークレットを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ソーシャル・チャネル｜Social
Channels｜Taleoselminds≫」 > 「≪LinkedIn｜LinkedIn｜Taleoselminds≫」

≪LinkedIn有効｜LinkedIn
Enabled｜Taleoselminds≫

Social SourcingでLinkedInチャネルを有効にします。

≪コンシューマ(API)キー
｜Consumer (API)
Key｜Taleoselminds≫

LinkedInのコンシューマAPIキーを入力します。

≪コンシューマ・シーク
レット｜Consumer
Secret｜Taleoselminds≫

LinkedInのコンシューマ・シークレットを入力します。

≪LinkedIn API｜LinkedIn
API｜Taleoselminds≫

LinkedIn APIを有効にします。

≪LinkedIn JS API｜LinkedIn JS
API｜Taleoselminds≫

LinkedInのJavaScript APIを有効にします。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ソーシャル・チャネル｜Social
Channels｜Taleoselminds≫」 > 「≪Weibo｜Weibo｜Taleoselminds≫」

≪Weibo有効｜Weibo
Enabled｜Taleoselminds≫

Social SourcingでWeiboチャネルを有効にします。アクティブにすると、従業員が友人
にジョブを推奨するときに共有オプションとしてWeiboが表示されます。この「≪ステータス更
新の送信｜Send a status update｜Taleoselminds≫」(Weibo)オプションで、友
人に対してリンクが埋め込まれて送信されます。

≪APIキー｜API
Key｜Taleoselminds≫

WeiboのAPIキーを入力します。

≪応募ID｜Application
ID｜Taleoselminds≫

WeiboのアプリケーションIDを入力します。

≪アプリケーション・シー
クレット｜Application
Secret｜Taleoselminds≫

Weiboのアプリケーション・シークレットを入力します。

■Weiboのいいね共有ウィジェット
｜Weibo Like Share Widget□

Weiboのいいね共有ウィジェットを有効にします。
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Facebookアプリケーションの設定
初期実装作業の際には、ステージング・ゾーンでも本番ゾーンでもFacebookのソーシャル・ジョブ配信および共有機能
を有効にするように、オラクル社のサービス担当者と一緒にSocial Sourcingを構成します。
Facebookアプリケーションを設定するプロセスは、次のとおりです。

• 開発ポータルを使用して、顧客の表示名、TSSドメイン、TSSゾーン、サイトURLおよびモバイル・サイトURLを持つ
新しいFacebookアプリケーションを作成します。

• プライバシ・ポリシーのURLを設定します。
• Facebookアプリケーション・ロゴ(1024 x 1024のPNG形式)を設定します。
• Facebookによるレビューおよび承認のために、Facebookアプリケーションを発行します。
• FacebookアプリケーションID、App Secret、APIキー、アプリケーション・キーをTSSゾーンに追加します。
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「≪キャンペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪キャンペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪キャンペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、オンデマンド紹介(ROD)、タレント・コミュニ
ティ(TC)、およびランディング・ページ・キャンペーンに関連する設定にアクセスできます。

構成
「≪キャンペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪キャンペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫」 > 「≪一
般｜General｜Taleoselminds≫」

■オンデマンド紹介キャンペー
ン｜Referral On Demand
Campaigns□

管理者および採用担当者が、オンデマンド紹介キャンペーンを作成するリンクを表示でき
ます。

≪タレント・コミュニティ・キャン
ペーン｜Talent Community
Campaigns｜Taleoselminds≫

管理者および採用担当者が、TCキャンペーンを作成するリンクを表示できます。

≪採用担当者にオンデマンド紹
介およびタレント・コミュニティ・キャ
ンペーンへのアクセス権を付与
｜Grant Recruiters Access
to Referral On-Demand
and Talent Community
Campaigns｜Taleoselminds≫

採用担当者が、「≪ジョブのPR｜Promote Jobs｜Taleoselminds≫」モジュールで、
オンデマンド紹介(ROD)キャンペーンおよびタレント・コミュニティ(TC)キャンペーンへのリン
クにアクセスできます。

≪ランディング・ページ・キャ
ンペーン｜Landing Page
Campaigns｜Taleoselminds≫

採用担当者がランディング・ページを設定するEメール・キャンペーンを有効にします。

ランディング・ページの管理
管理者は、ジョブ検索の結果や、組織およびサイトに関するその他の情報を表示する目的で、SocialSourcingでラ
ンディング・ページを作成し管理することができます。ランディング・ページのURLリンクは、Eメールまたはソーシャル・ネット
ワーク・サイトで共有することによって展開できます。
ランディング・ページは、候補者が同じようなポジションについて知るための中心的な場所として機能します。また、検索エ
ンジン最適化の効果によって、より多くのユーザーをサイトに引き付けます。特定のカテゴリまたは特定の場所のジョブに
関心を持つ見込みのある候補者に対して、ランディング・ページを使用します。また、ジョブのカテゴリと場所を組み合せ
たカスタム・ランディング・ページを作成および共有して、特別な関心を持つ候補者を引き付けることもできます。
ランディング・ページの有効化
管理者は、「≪ランディング・ページ・キャンペーン｜Landing Page Campaigns｜Taleoselminds≫」設
定(「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」の「≪キャンペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫」
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セクション)を使用して、ランディング・ページ関連の機能をTSSで有効化します。「≪サイト・ビルダー｜Site
Builder｜Taleoselminds≫」セクションでは、「≪カテゴリ｜Category｜Taleoselminds≫」ページおよび「≪場所
｜Location｜Taleoselminds≫」ページ用のサイト固有の設定の選択および選択解除を切り替えることもできます。
ランディング・ページには次の3つのタイプがあります。

• ≪カテゴリ｜Category｜Taleoselminds≫: ジョブ・カテゴリに基づいてジョブ検索の結果を表示します。
• ≪場所｜Location｜Taleoselminds≫: 組織の場所(市区町村、都道府県/州または国レベル)に基づいて

ジョブ検索の結果を表示します。
• ≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫: 検索で定義されたジョブのカテゴリと場所の組合せに基づいて、

ジョブ検索の結果を表示します。

≪カテゴリ・ランディング・ページ｜Category Landing Page｜Taleoselminds≫
サイトのカテゴリ・ランディング・ページ機能では、管理者がSocial Sourcingの「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域で「≪カテゴリ・ランディング・ページ｜Category Landing
Page｜Taleoselminds≫」設定の選択と選択解除を切り替えて、有効化または無効化します。
この設定を有効にした場合、システムで次の処理が実行されます。

• ジョブ・カテゴリごとのランディング・ページについて情報が生成され、保存されます。各カテゴリ・ランディング・ページに
は、タイトルおよびイメージ領域と、そのカテゴリのすべてのジョブ求人の検索結果が含まれます。

• 管理者が「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」ページからカテゴリ・ランディング・ページを作成し、それをエ
ンドユーザーが表示できるように展開するためのオプションが有効化されます。

この設定が「≪オフ｜Off｜Taleoselminds≫」の場合は、管理者がカテゴリ・ランディング・ページを作成および展開す
るためのオプションが無効化されます。
管理者は、「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」ページの「≪ランディング・ページの作成｜Create a
Landing Page｜Taleoselminds≫」ボタンを使用して、カテゴリ・ランディング・ページを作成します。カテゴリ・ラ
ンディング・ページが公開および展開されたら、管理者は「≪ホーム｜Home｜Taleoent≫」ページおよび「≪ジョ
ブのPR｜Promote Jobs｜Taleoselminds≫」ページの「≪ランディング・ページの管理｜Manage Landing
Pages｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックすることで、このページの編集と変更を行うことができます。
展開されたカテゴリ・ランディング・ページのリンクは、対応するカテゴリ・ランディング・ページにユーザーを遷移させます。
≪場所ランディング・ページ｜Location Landing Page｜Taleoselminds≫
サイトの場所ランディング・ページ機能では、管理者がSocial Sourcingの「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域で「≪場所ランディング・ページ｜Location Landing
Page｜Taleoselminds≫」設定の選択と選択解除を切り替えて、有効化または無効化します。
この設定を有効にした場合、システムで次の処理が実行されます。

• 国、都道府県/州または市区町村ごとにランディング・ページ情報が生成され、保存されます。各場所ランディング・
ページには、タイトルおよびイメージ領域と、その場所のすべてのジョブ求人の検索結果が含まれます。

• 管理者が「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」ページから場所ランディング・ページを作成し、それをエンド
ユーザーが表示できるように展開するためのオプションが有効化されます。

この設定が「≪オフ｜Off｜Taleoselminds≫」の場合は、管理者が場所ランディング・ページを作成および展開するた
めのオプションが無効化されます。
管理者は、「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」ページの「≪ランディング・ページの作成｜Create a
Landing Page｜Taleoselminds≫」ボタンを使用して、場所ランディング・ページを作成します。場所ラン
ディング・ページが公開および展開されたら、管理者は「≪ホーム｜Home｜Taleoent≫」ページおよび「≪ジョブ
のPR｜Promote Jobs｜Taleoselminds≫」ページの「≪ランディング・ページの管理｜Manage Landing
Pages｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックすることで、このページの編集と変更を行うことができます。
展開された場所ランディング・ページのリンクは、対応する場所ランディング・ページにユーザーを遷移させます。
カスタム・ランディング・ページ
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カスタム・ランディング・ページ機能は常に有効です。管理者が、まずカテゴリと場所の検索を開始して、「≪ジョブ検索
｜Job Search｜Taleoent≫」ページからカスタム・ランディング・ページを作成します。各カスタム・ランディング・ページ
には、タイトルおよびイメージ領域と、そのカテゴリおよび場所に関連するすべてのジョブの検索結果が含まれます。
管理者は、このページをエンドユーザーが表示できるように展開できます。展開されたカスタム・ランディング・ページのリン
クは、対応するカスタム・ランディング・ページにエンドユーザーを遷移させます。
カスタム・ランディング・ページが作成および展開されたら、管理者は「≪ホーム｜Home｜Taleoent≫」ページおよび
「≪ジョブのPR｜Promote Jobs｜Taleoselminds≫」ページの「≪ランディング・ページの管理｜Manage Landing
Pages｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックすることで、このページの編集と変更を行うことができます。

構成
ランディング・ページを構成する設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

≪ランディング・ページ・キャンペーン｜Landing Page
Campaigns｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪キャン
ペーン｜Campaigns｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般
｜General｜Taleoselminds≫」

• ≪カテゴリ・ランディング・ページ｜Category Landing
Page｜Taleoselminds≫

• ≪場所ランディング・ページ｜Location Landing
Page｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪サ
イト・ビルダー｜Site Builder｜Taleoselminds≫」
> 「≪サイト設定の編集｜Edit Site
Settings｜Taleoselminds≫」 > ≪カテゴ
リ + 場所ページ｜Category + Location
Pages｜Taleoselminds≫
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「≪タレント・コミュニティ｜Talent
Community｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪タレント・コミュニティ｜Talent Community｜Taleoselminds≫」構成設
定

「≪タレント・コミュニティ｜Talent Community｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、タレント・コミュニティ一般、
ユーザー登録、求人のお知らせのスケジュール、サイトの候補者紹介マーケティング(CRM)リダイレクトに関連する設定
にアクセスできます。

構成
「≪タレント・コミュニティ｜Talent Community｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪タレント・コミュニティ｜Talent
Community｜Taleoselminds≫」 > 「≪一般｜General｜Taleoselminds≫」

≪タレント・コミュニティ有効
｜Talent Community
Enabled｜Taleoselminds≫

ユーザーがタレント・コミュニティ(TC)の自動アラートに登録できます。

≪タレント・コミュニティ・キャン
ペーン｜Talent Community
Campaigns｜Taleoselminds≫

管理者および採用担当者が、TCキャンペーンを作成するリンクを表示できます。

≪紹介へのアクセスを信頼できる
紹介者に限定｜Limit Access
to Referrals to Trusted
Referrers｜Taleoselminds≫

タレント・コミュニティの自動アラートを、信頼できる紹介者からの紹介に限定できます。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪タレント・コミュニティ｜Talent
Community｜Taleoselminds≫」 > 「≪登録｜Registration｜Taleoselminds≫」

≪モジュール式登録｜Modular
Registration｜Taleoselminds≫

タレント・コミュニティへのモジュール式登録を有効にします。

≪関係の選択｜Choose
Relationship｜Taleoselminds≫

登録プロセスで登録者に会社との関係を選択することをタレント・コミュニティで必須にしま
す。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪タレント・コミュニティ｜Talent
Community｜Taleoselminds≫」 > 「≪スケジュール｜Schedule｜Taleoselminds≫」

≪週次アラートを送信する日
｜Day to Send Weekly
Alert｜Taleoselminds≫

週次アラートを送信する曜日を設定します。

≪月次アラートを送信する日
｜Day to Send Monthly
Alert｜Taleoselminds≫

月次アラートを送信する日付を設定します。
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設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪タレント・コミュニティ｜Talent
Community｜Taleoselminds≫」 > 「≪CRMリダイレクト｜CRM Redirect｜Taleoselminds≫」

≪CRMリダイレクト有
効｜CRM Redirect
Enabled｜Taleoselminds≫

候補者紹介マーケティング(CRM)リダイレクトを有効にします。組織独自のCRMシス
テムを使用する場合は、タレント・コミュニティに参加する、または求人のお知らせにサ
イン・アップするためのTSSのプロモーションやリンクから、ユーザーは構成されている外
部CRMのURLに遷移されます。

≪CRMリダイレクトURL｜CRM
Redirect URL｜Taleoselminds≫

CRMリダイレクトのURLを設定します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪タレント・コミュニティ｜Talent
Community｜Taleoselminds≫」 > 「≪追加フィールド｜Additional Fields｜Taleoselminds≫」

≪タレント・コミュニティ追
加フィールド｜Talent
Community Additional
Fields｜Taleoselminds≫

タレント・コミュニティに追加フィールドがあれば設定します。
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「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」構成設定
Social Sourcingの「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、サイトのOracle Taleo
Business Edition (TBE)およびOracle Taleo Enterprise (TE)統合に関連する設定にアクセスできます。

構成
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Business Edition｜Taleo Business Edition｜Taleoselminds≫」

≪TBE有効｜TBE
Enabled｜Taleoselminds≫

TSSとのTaleo Business Edition (TBE)統合を有効にします。

≪SSO確認キー｜SSO Verifying
Key｜Taleoselminds≫

TBEのSSO確認キーを設定します。

≪署名鍵｜Signing
Key｜Taleoselminds≫

TBEの署名鍵を設定します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪TBE従業員コネ
クタ｜TBE Employee Connector｜Taleoselminds≫」

≪最終同期日｜Last
Synchronized
Date｜Taleoselminds≫

Social SourcingとTBEとの間で従業員が最後に同期された日付を表示します。

≪従業員の同期｜Synchronize
Employees｜Taleoselminds≫

最終同期日以降のTBE内のすべての新規ユーザーのレコードを含むユーザー・フィードを
取得してアップロードすることで、Social Sourcingのユーザー基盤を、関連付けられてい
るTBEインスタンスのユーザー基盤と同期します。ジョブおよび従業員データのこのインポー
トを、サードパーティ製のジョブ・スクレーピングで代用することができます。

≪フィード・スケジュール｜Feed
Schedule｜Taleoselminds≫

「≪従業員の同期｜Synchronize Employees｜Taleoselminds≫」フィードの自動
実行を、毎日、毎週または毎月のスケジュールで設定します。

■API URL｜API URL□ 統合するTBEゾーンのURLを入力します。

≪ユーザー名
｜Username｜Taleoselminds≫

統合ユーザーのTBEアカウント・ユーザー名を入力します。

≪パスワード
｜Password｜Taleoselminds≫

統合ユーザーのTBEアカウント・パスワードを入力します。

≪会社コード｜Company
Code｜Taleoselminds≫

TBE会社コードを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise Edition｜Taleoselminds≫」
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設定

名前 説明

■TE有効｜TE Enabled□ TSSとのTE統合を有効にします。

≪TEバージョン｜TEE
Version｜Taleoselminds≫

TEバージョンを入力します。

≪TEベース・ドメイ
ンURL｜TEE Base Domain
URL｜Taleoselminds≫

TEベース・ドメインURLを入力します。

≪ユーザー名
｜Username｜Taleoselminds≫

TEアカウント・ユーザー名を入力します。

≪パスワード
｜Password｜Taleoselminds≫

TEアカウント・パスワードを入力します。

≪LDAPの使用｜Use
LDAP｜Taleoselminds≫

LDAPの使用を有効にします。

≪履歴書のアップロード｜Upload
Resume｜Taleoselminds≫

「≪履歴書のアップロード｜Upload Resume｜Taleoselminds≫」ボタンの表示を有
効にします。

≪一意のEメール制
約｜Unique Email
Constraint｜Taleoselminds≫

「≪一意のEメール制約｜Unique Email Constraint｜Taleoselminds≫」のアクティ
ブ化を有効にします。

≪登録済候補者の紹介を受け入れる
｜Accept Referrals for Known
Candidates｜Taleoselminds≫

登録済の候補者の紹介を有効にします。

≪従業員の追加の許
可｜Allow Adding
Employees｜Taleoselminds≫

従業員をTEに追加できるようにします。

≪一般候補者の許可
｜Allow General
Candidates｜Taleoselminds≫

特定のジョブの関連づかない候補者の一般応募の許可を有効にします。この機能
がはたらくのは、TEで一般応募を許可している場合のみです。アクティブにすると、
ホーム・ページ上部のボタンで、ログインしている従業員が友人の履歴書を提出す
るオプションを使用できます。「≪友人の履歴書のアップロード｜Upload Friend's
Resume｜Taleoselminds≫」モーダルで、従業員は友人の連絡先情報を入力し、友
人の履歴書をアップロードできます。この方法で履歴書をアップロードすると、TEでその友
人のプロファイルが作成されます。

≪統合によるEメール送信の許可
｜Allow Integration Sending
Email｜Taleoselminds≫

TEシステムからのEメール送信を許可します。

≪OLF場所レベル｜OLF Locations
Levels｜Taleoselminds≫

TE OLF (組織、場所およびジョブ・フィールド)の場所をTSSの住所、市区町村、都道
府県/州、国の各フィールドにマップします。

≪ジョブの場所レベルのリフレッ
シュ｜Refresh Job Location
Levels｜Taleoselminds≫

TSSとTEの間のすべての場所マッピングをリフレッシュします。これは、必要な場合にのみ
使用します。通常、これはTEジョブ・フィード統合の一環として定期的なスケジュールでリフ
レッシュされます。
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設定

名前 説明

≪OLFカテゴリ・レベル
｜OLF Category
Level｜Taleoselminds≫

TE OLF (組織、場所およびジョブ・フィールド)のジョブ・フィールドをTSSジョブ・カテゴリに
マップします。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo OLF構
造｜Taleo OLF Structure｜Taleoselminds≫」

≪組織
｜Organizations｜Taleoselminds≫

フォルダ・アイコンをクリックし、TEジョブ・フィード統合からインポートされたTE組織ツリーを
表示します。

≪場所
｜Locations｜Taleoselminds≫

フォルダ・アイコンをクリックし、TEジョブ・フィード統合からインポートされたTE場所ツリーを
表示します。

≪ジョブ・フィールド｜Job
Fields｜Taleoselminds≫

フォルダ・アイコンをクリックし、TEジョブ・フィード統合からインポートされたTEジョブ・カテゴリ
を表示します。

■以前の場所データをTaleoにマップ
｜Map Previous Location Data
to Taleo□

ジョブ・スクレーピングの使用からジョブ・フィード統合の使用へアップグレードしている既存の
顧客用。すでにTSSにあるジョブの場所データをTEと照合する問合せを実行します。

■以前のカテゴリ・データをTaleoに
マップ｜Map Previous Category
Data to Taleo□

ジョブ・スクレーピングの使用からジョブ・フィード統合の使用へアップグレードしている既存の
顧客用。すでにTSSにあるジョブの場所データをTEと照合する問合せを実行します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleoキャリア・
セクション｜Taleo Career Sections｜Taleoselminds≫」

≪同期されたキャリア・セクショ
ン｜Synchronized Career
Sections｜Taleoselminds≫

ジョブのロード元であるTEからアクティブなCSの同期を提供します。「≪編集
｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックして、TEジョブ・フィード統合から使
用できるCSのリストを表示します。Social Sourcingでの使用をアクティブ化/非アクティ
ブ化するCSのオン/オフを切り替える際に使用します。キャリア・セクションをアクティブにする
と、そのCSからのジョブをSocial Sourcingでエンドユーザーが使用できるようになります。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Editionジョブ・コネクタ｜Taleo Enterprise Edition Job Connector｜Taleoselminds≫」

≪手動ジョブ同期｜Manual Job
Synchronization｜Taleoselminds≫

TEジョブ・フィード統合を今すぐに実行します。

≪スケジュールどおりに実行｜Run on
schedule｜Taleoselminds≫

TEジョブ・フィード統合を、反復スケジュールで自動的に実行するスケジュールを設定でき
ます。

≪フィード・スケジュール｜Feed
Schedule｜Taleoselminds≫

TEジョブ・フィード統合の実行スケジュールを設定します。有効な値は、3分ごとから24時
間ごとまでの範囲です。

「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
>
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> ■TEアカウントURL｜TE
Account URLs□

≪プロファイルURLの提出｜Submit
Profile URL｜Taleoselminds≫

TE CSのプロファイル提出URLを入力します。
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設定

名前 説明

≪プロファイルURLの管理｜Manage
Profile URL｜Taleoselminds≫

TE CSのプロファイル管理URLを入力します。

≪自分の提出URL｜My
Submissions
URL｜Taleoselminds≫

TE CSの「≪自分の提出URL｜My Submissions URL｜Taleoselminds≫」を入
力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleoダイレク
ト(複数キャリア・セクション)｜Taleo Direct (Multiple Career Sections)｜Taleoselminds≫」

≪複数のキャリア・セクション
にハンドオフを許可｜Allow
Multiple Career Sections for
Handoff｜Taleoselminds≫

ダイレクト応募フローで候補者を複数のTE CSの1つにハンドオフする機能を有効にしま
す。

≪複数キャリア・セクションURLフォー
マット｜Multiple Career Sections
URL Format｜Taleoselminds≫

複数のCSのURLを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleoダイレク
ト(社外)｜Taleo Direct (External)｜Taleoselminds≫」

■Taleo社外用デスクトッ
プURLフォーマット｜Taleo External
Desktop URL Format□

社外候補者のURLフォーマット、TEキャリア・セクションへのデスクトップ・ユーザーのダイレク
ト応募フローを設定します。

■Taleo社外用デスクトップ・キャリア・
セクション・パス｜Taleo External
Desktop Career Section
Path□

社外候補者、デスクトップ・ユーザーのTEキャリア・セクションURLパスを入力します。

■Taleo社外用モバイルURLフォー
マット｜Taleo External Mobile
URL Format□

社外候補者のURLフォーマット、TEキャリア・セクションへのモバイル・ユーザーのダイレクト
応募フローを入力します。

■Taleo社外用モバイル・キャリア・
セクション・パス｜Taleo External
Mobile Career Section Path□

社外候補者、モバイル・ユーザーのTEキャリア・セクションURLパスのURLフォーマットを入
力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleoダイレク
ト(社内)｜Taleo Direct (Internal)｜Taleoselminds≫」

≪TE社内用デスクトップURLフォーマッ
ト｜TEE Internal Desktop URL
Format｜Taleoselminds≫

社内候補者、デスクトップ・ユーザーのTEキャリア・セクションのURLフォーマットを設定しま
す。

≪TE社内用デスクトップ・キャリア・
セクション・パス｜TEE Internal
Desktop Career Section
Path｜Taleoselminds≫

社内候補者、デスクトップ・ユーザーのTEキャリア・セクションURLパスを入力します。

≪TE社内用モバイルURLフォーマッ
ト｜TEE Internal Mobile URL
Format｜Taleoselminds≫

社内候補者、モバイル・ユーザーのTEキャリア・セクションのURLフォーマットを設定します。
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設定

名前 説明

≪TE社内用モバイル・キャリア・セ
クション・パス｜TEE Internal
Mobile Career Section
Path｜Taleoselminds≫

社内候補者、モバイル・ユーザーのキャリア・セクションURLパスを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪候補者のステー
タスが更新されました｜Candidates' statuses updated｜Taleoselminds≫」

≪候補者ステータスの同期
｜Candidate Status
Synchronization｜Taleoselminds≫

TE候補者ステータス同期の統合フィードを有効にします。社外および社内候補者
のTEジョブ応募ステータスは、APIフィードでTSSにエクスポートされ、適切な候補者のジョ
ブの応募ステータスがTSSに表示されます。この設定をオンにすると、採用担当者、その
候補者の紹介者、候補者自身にジョブの応募情報が表示されます。

≪スケジュールの更新｜Update
Schedule｜Taleoselminds≫

TE候補者ステータス同期の統合フィードをの自動実行を、繰返しスケジュー
ルで設定します。有効な値は「≪オフ｜Off｜Taleoselminds≫」、「≪日次
｜Daily｜Taleoselminds≫」、■1日に2回｜Twice a Day□、■1日に4回
｜Four Times a Day□です。

統合の管理
管理者は、Social Sourcingと、他の応募者トラッキング・システム(ATS)、人事管理情報システム(HRIS)との間の
統合を設定できます。複雑になるため、オラクル社による実装が必要な統合もあります。
Social Sourcingの統合は、次のカテゴリに分類されます。

• Oracle Taleo統合
• ジョブ・フィード統合
• 従業員データ統合
• 応募者トラッキング・システム(ATS)統合
• その他のTSS/TE統合設定

Oracle Taleo統合
これは、Oracle Taleo Business Edition (TBE)とOracle Taleo Enterprise (TE)のいずれかとの統合が実装
に含まれる場合に必要となる基本的な構成設定を検証する実装タスクです。これらの設定は、実装の開始時にオラク
ル社が構成します。

構成
Oracle Taleo統合の構成設定を有効にする基本を、次の表に示します。

TBE統合の基本設定

名前 場所

≪TBE有効｜TBE Enabled｜Taleoselminds≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo Business Edition｜Taleo Business
Edition｜Taleoselminds≫」
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TBE統合の基本設定

名前 場所

■API URL｜API URL□ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」

≪ユーザー名｜Username｜Taleotbe≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」

≪パスワード｜Password｜Taleotbe≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」

TE統合の基本設定

名前 場所

≪TE有効｜TBE Enabled｜Taleoselminds≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」

≪TEバージョン｜TEE Version｜Taleoselminds≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」

≪TEベース・ドメインURL｜TEE Base Domain
URL｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」
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TE統合の基本設定

名前 場所

≪ユーザー名｜Username｜Taleoent≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」

≪パスワード｜Password｜Taleoent≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」

ジョブ・フィード統合
これは、キャリア・サイト、Oracle TaleoアプリケーションまたはTaleo以外のATSのいずれかから、組織の募集中のジョ
ブをSocial Sourcingに統合する実装タスクです。
ジョブ・スクレーピングを介したジョブの求人の統合
この統合を実行する1つの方法は、オラクル社がサードパーティ・ベンダーを通じてジョブ・スクレーピング・プロセスを行うこ
とです。リリース14B以前に使用されていた従来の方法で、オラクル社の実装が必要です。顧客がTaleo以外のATSを
使用する場合は、ジョブ・スクレーピングが必要です。
TBEジョブ統合
TBE顧客の場合、ジョブ・スクレーピングのかわりにTBEゾーンからAPIフィードを設定することもできます。
構成
TBEジョブ統合の「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

≪最終同期日｜Last Synchronized
Date｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」

≪従業員の同期｜Synchronize
Employees｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」
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設定

名前 場所

≪フィード・スケジュール｜Feed
Schedule｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」

■API URL｜API URL□ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」

≪ユーザー名｜Username｜Taleoent≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」

≪パスワード｜Password｜Taleoent≫ [TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) >
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪TBE従業員コネクタ｜TBE Employee
Connector｜Taleoselminds≫」

TEジョブ・フィード統合
Social Sourcingバージョン14Bから、顧客はTEジョブ・フィードAPIを利用して、Oracle Taleo Enterpriseのキャリ
ア・セクションからSocial Sourcingに、募集中の求人を同期できるようになっています。これは定期的な間隔で、また
はオンデマンドでジョブを統合するAPIです。このAPIは、次の情報をSocial Sourcingに送信します。

• TEに関する組織、場所およびジョブ・フィールド(OLF)情報。
• ジョブ情報と、どのCSにジョブが掲載されているか。

この機能には、TEとSocial Sourcing両方のバージョン14B以上が必要です。ジョブ・フィードは、CSとSocial
Sourcingの両方を使う顧客にも、CSのフロントエンドとしてSocial Sourcingを使用する顧客にも役に立ちま
す。TEからSocial SourcingへのOLFデータの転送を自己管理できるため、ジョブ・スクレーピングを実行するサード
パーティ製サービスの契約が不要になります。ジョブ・フィードを構成すると、Social SourcingがOLFおよびジョブ情報
を定期的な間隔で、またはオンデマンドでTEから要求し、APIがこの情報をSocial Sourcingデータベースに送ります。
ジョブ・フィード統合を設定する際に管理者が実行する手順の概要は、次のとおりです。

1. TE構成モジュールの「≪SmartOrg管理｜SmartOrg Administration｜Taleoent≫」セクションで、TE
OLF構造の詳細を確認します。
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2. Social Sourcingの「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域の
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」セクションで、OLF構造、キャリア・セクションの同期、ジョブ・フィード設定
を構成します。

3. ジョブ・フィードの最初のロードを実行します。
4. Social Sourcingアプリケーションでジョブ・フィードの結果をレビューし、予定どおりの結果かどうかを確認します。
複数言語でのジョブ
管理者がTEとSocial Sourcingの間でジョブ・フィード統合を設定すると、TEは、ジョブの言語に翻訳された、または
関係するジョブ・フィールド(タイトル、タイトル(マネージャによる)、社内用摘要、社外用摘要、社内資格、社外資格、
ベース言語など)を送信します。TEから翻訳された情報は、Social Sourcingのロケール/言語にマップされます。
ジョブ・カテゴリ
TEとSocial Sourcingの間でジョブ・フィード統合を設定すると、管理者はTEのジョブ・フィールドのフィールド
を、Social Sourcingのジョブ・カテゴリにマップできます。こうすると、TEに関する組織、場所およびジョブ・フィール
ド(OLF)構造のそのコンポーネントの同期されたビューがSocial Sourcingに提供されます。Social Sourcingの
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域では、ジョブ・フィールド(ジョブ・カテゴリのレベル)のツリー情
報を表示するために、読取り専用ブラウザにデータが反映されます。APIフィードを定期的な間隔で実行している場
合、Social Sourcingのツリーは、TEでジョブ・フィールドが変更された時点で更新されます。TEからのデータ・フィード
は、Social Sourcingで対応するジョブ・カテゴリ・ファセットにも反映され、それがSocial Sourcing全体(カテゴリのラ
ンディング・ページ、ジョブ検索など)で使用されます。
ジョブの場所
TEとSocial Sourcingの間でジョブ・フィード統合を設定すると、管理者はTEの場所のフィールドを、Social
Sourcingの都市、都道府県/州、国にマップできます。こうすると、TEに関する組織、場所およびジョブ・フィール
ド(OLF)構造のそのコンポーネントの同期されたビューがSocial Sourcingに提供されます。Social Sourcingの
「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域では、場所のツリー情報を表示するために、読取り専用ブラウ
ザにデータが反映されます。APIフィードを定期的な間隔で実行するように設定している場合、Social Sourcingのツ
リーは、TEで場所フィールドが変更された時点で更新されます。このデータ・フィードは、TEのあらゆるジョブの場所(ジョ
ブの第2の場所など)をSocial Sourcingに提供するので、Social Sourcingではジョブ検索にそれを使用できます。
キャリア・セクション
管理者がTEとSocial Sourcingの間でキャリア・セクションの同期を実行し、その後で候補者がジョブに応募する
と、Social Sourcingはその候補者を最も適切なCSの応募フローに送ります。
通貨フィールド
通貨はジョブ・フィードの一部であり、テキスト値として表されます(たとえば、米ドルの場合は「USD」)。候補者に表示さ
れる通貨は、選択した言語ロケールでの通貨です。

構成
TSSでの構成設定を利用すると、情報の転送を設定し、2つのデータ・モデルを同期できます。設定を次の表に示しま
す。

設定

名前/説明 場所

• ≪OLF場所レベル｜OLF Locations
Levels｜Taleoselminds≫

• ≪OLFカテゴリ・レベル｜OLF Category
Level｜Taleoselminds≫

- OLFの場所とジョブ・レベルをTSSの場所とジョブ・カテゴリに
マップします。

[TSS] 管理者としてログイン > [≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫] ≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫ >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」
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設定

名前/説明 場所

• ≪組織｜Organizations｜Taleoent≫
• ≪場所｜Locations｜Taleoent≫
• ≪ジョブ・フィールド｜Job Fields｜Taleoent≫

- フィードからインポートしたOLF構造を表示します。

[TSS] 管理者としてログイン > [≪ユーザー設
定｜User Settings｜Taleoselminds≫]
≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> [≪Taleo OLF構造｜Taleo OLF
Structure｜Taleoselminds≫]

• ■キャリア・セクションの同期｜Synchronize Career
Sections□

- ジョブのロード元であるTEからアクティブなCSの同期を提供し
ます。

[TSS] 管理者としてログイン > [≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫] ≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫ >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 >
[≪Taleoキャリア・セクション｜Taleo Career
Sections｜Taleoselminds≫]

• ■ジョブのロード｜Load Jobs□ - TEジョブ・フィードのオ
ン/オフを切り替えます。

• ■スケジュール実行｜Run in Schedule□ - フィードをス
ケジュールで実行するかどうかを切り替えます。

• ≪フィード・スケジュール｜Feed
Schedule｜Taleoselminds≫ - ジョブ・フィードを取得す
る頻度を設定します(間隔は15分から24時間)。

[TSS] 管理者としてログイン > [≪ユーザー設
定｜User Settings｜Taleoselminds≫]
≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> [≪Taleo Enterprise Editionジョブ・コ
ネクタ｜Taleo Enterprise Edition Job
Connector｜Taleoselminds≫]

従業員データ統合
これは、Oracle Taleoアプリケーションまたはそれ以外の人事管理情報システム(HRIS)から、組織の従業員データ
をSocial Sourcingに統合する実装タスクです。
ほとんどのSocial Sourcing顧客の場合、HRIS統合はオラクル社がホストしているsFTPサーバーにフラット・ファイル
を配信することで構成されます。アップロードするファイルはCSV形式で、Oracleの仕様に従っている必要があります。
顧客は、実装中にファイル仕様、データ・フィールド、配信プロセスをオラクル社と協議します。顧客がHRISからSocial
Sourcingへの直接フィードを確立したい場合、オラクル社の実装が必要です。
Oracle Taleo Performance Management (PM)を使用している既存のOracle Taleo顧客は、従業員データ
をSocial Sourcingに送信する際に作成しなければならない追加のインバウンド統合のかわりに、PMの抽出を利用す
ることもできます。オラクル社の実装が必要です。
応募者トラッキング・システム(ATS)統合
この統合では、顧客のATS (OracleTaleoキャリア・セクションなど)への候補者のハンドオフを設定します。
応募フローの統合

応募フローの統合を使用すると、Oracle Taleo Enterprise (TE)とOracle Taleo Social Sourcing (TSS)の
間で応募者の経路を構成および指示できます。
これによって候補者は、求人に応募するとき、最も適した応募プロセスにリダイレクトされて、そのロール(社内、社外、モ
バイル・ユーザーのいずれか)に合せた応募体験をするようになります。
管理者ユーザーは、TSSの「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域からプロセスを実行して、TEキャリ
ア・セクション(CS)の統合を同期します。キャリア・セクションを同期したら、ユーザーのリダイレクト先としてそれを利用しま
す。これが構成されている場合、TSSで「≪応募｜Apply｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックすると、応募者はCSで
以下の条件の応募フローにリダイレクトされます。

• TE構成モジュールで指定された優先CS応募フローの1つとして存在する。
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• 候補者が応募しているジョブを含んでいる。
• 応募者が社内(従業員)、社外、モバイル・ユーザーのいずれかを考慮する。
• 応募者がジョブを閲覧しているのと同じ言語である。

応募者がモバイル・デバイスを使用しており、希望する応募フローにモバイル・ペアリングがない場合は、モバイル・ペアリン
グのあるジョブのサイトに転送されます。

構成
TE応募フローの統合の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

≪同期されたキャリア・セクション｜Synchronized Career
Sections｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleoキャリア・セクション｜Taleo Career
Sections｜Taleoselminds≫」

≪複数のキャリア・セクションにハンドオフを許可
｜Allow Multiple Career Sections for
Handoff｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleoダ
イレクト(複数キャリア・セクション)｜Taleo Direct
(Multiple Career Sections)｜Taleoselminds≫」

構成
応募フロー統合の追加の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

• ≪ビュー・タイプ｜View Type｜Taleoselminds≫
• ≪リダイレクト・テキスト有効｜Redirect Text

Enabled｜Taleoselminds≫
• ≪リダイレクト・テキスト｜Redirect

Text｜Taleoselminds≫
• ≪従業員応募リダイレクト・メッセージ｜Employee Apply

Redirect Message｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪応募
｜Apply｜Taleoselminds≫」

• ≪デフォルト値｜Default Value｜Taleoent≫
• ≪非関係値｜Unaffiliated Value｜Taleoselminds≫
• ■ソース・パラメータ値｜Source Parameter Value□
• ≪元従業員応募者の値｜Alumnus Applicant

Value｜Taleoselminds≫
• ≪従業員応募者の値｜Employee Applicant

Value｜Taleoselminds≫
• ≪非関係応募者の値｜Unaffiliated Applicant

Value｜Taleoselminds≫
• ≪元従業員値による紹介｜Referred by Alumnus

Value｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョ
ブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪ATSパラメータ
｜ATS Parameters｜Taleoselminds≫」
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設定

名前 場所

• ≪従業員値による紹介｜Referred by Employee
Value｜Taleoselminds≫

• ≪非関係値による紹介｜Referred by Unaffiliated
Value｜Taleoselminds≫

• ≪ATSフィルタ｜ATS Filter｜Taleoselminds≫
• ≪ATSデフォルト・ステータスID｜ATS Default Status

ID｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョ
ブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」 > 「≪フィルタ
｜Filters｜Taleoselminds≫」

• ≪複数のキャリア・セクションにハンドオフを許可
｜Allow Multiple Career Sections for
Handoff｜Taleoselminds≫

• ≪複数キャリア・セクションURLフォーマット｜Multiple
Career Sections URL Format｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleoダイレク
ト(複数キャリア・セクション)｜Taleo Direct (Multiple
Career Sections)｜Taleoselminds≫」

• ≪TEE社外用デスクトップURLフォーマット｜TEE
External Desktop URL Format｜Taleoselminds≫

• ≪TEE社外用デスクトップ・キャリア・セクション・パス
｜TEE External Desktop Career Section
Path｜Taleoselminds≫

• ≪TEE社外用モバイルURLフォーマット｜TEE External
Mobile URL Format｜Taleoselminds≫

• ≪TEE社外用モバイル・キャリア・セクション・パス
｜TEE External Mobile Career Section
Path｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleoダイレクト(社
外)｜Taleo Direct (External)｜Taleoselminds≫」

• ≪TEE社内用デスクトップURLフォーマット｜TEE Internal
Desktop URL Format｜Taleoselminds≫

• ≪TEE社内用デスクトップ・キャリア・セクション・パス
｜TEE Internal Desktop Career Section
Path｜Taleoselminds≫

• ≪TEE社内用モバイルURLフォーマット｜TEE Internal
Mobile URL Format｜Taleoselminds≫

• ≪TEE社内用モバイル・キャリア・セクション・パス
｜TEE Internal Mobile Career Section
Path｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleoダイレクト(社
内)｜Taleo Direct (Internal)｜Taleoselminds≫」

• ≪候補者ステータスの同期｜Candidate Status
Synchronization｜Taleoselminds≫

• ≪ステータスの更新｜Update Status｜Taleotbe≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」 > 「≪候補者ステータス
｜Candidate Status｜Taleoselminds≫」

詳細は、このガイドで「ジョブの構成」の章を参照してください。
その他のSocial SourcingおよびTE統合設定
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これは、Social Sourcing統合に関連する特定の追加設定が、TEの採用管理設定に一致するようにする実装タスク
です。
構成
これらの追加設定の構成設定を、次の表に示します。

その他のTSS/TE統合設定

Social Sourcingでの設定/場所 対応するTEでの設定/場所 備考

• ≪一意のEメール制
約｜Unique Email
Constraint｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン >
[≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫]
≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫
(名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
>
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo Enterprise
Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」

• ≪Eメール一意性｜Email
Uniqueness｜Taleoent≫

[TE] ≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫
> ■採用管理｜Recruiting
Administration□ >
「≪一般構成｜General
Configuration｜Taleoent≫」
> 「≪設定
｜Settings｜Taleoselminds≫」Settings

候補者IDを取得し、紹介情報をその候補者プ
ロファイルに関連付けるために、候補者がTEに存
在するかどうかを統合でどのように判断するかを
制御します。

• ≪登録済候補者の紹介
を受け入れる｜Accept
Referrals for Known
Candidates｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン >
[≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫]
≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫
> 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
>
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo Enterprise
Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」

• ≪登録済候補者について従
業員の紹介を受け入れる
｜Accept Referrals from
Employees for Known
Candidates｜Taleoent≫

[TE] ≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫
> ■採用管理｜Recruiting
Administration□ >
「≪一般構成｜General
Configuration｜Taleoent≫」
> 「≪設定
｜Settings｜Taleoselminds≫」Settings

登録済の候補者について従業員からの紹介を
有効にします。

• ≪統合によるEメール
送信の許可｜Allow
Integration Sending
Email｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン >
[≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫]
≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫

• ≪統合によるEメール
送信の許可｜Allow
Integration Sending
Email｜Taleoselminds≫

[TE] ≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫
> 「≪一般構成｜General
Configuration｜Taleoent≫」

TE設定を検証し、Social Sourcingで
一致することを確認します。TEが「≪いい
え｜No｜Taleoent≫」に設定されてい
る場合は、Social Sourcingを「≪オフ
｜Off｜Taleoselminds≫」に設定する必要が
あります。

Social Sourcingが「≪オフ
｜Off｜Taleoselminds≫」の場合は、Social
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その他のTSS/TE統合設定

Social Sourcingでの設定/場所 対応するTEでの設定/場所 備考

> 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
>
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo Enterprise
Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」

> 「≪設定
｜Settings｜Taleoselminds≫」

Sourcingで次のEメール設定を有効にする必
要があります。

• ≪Taleoにかわって応募者に通知
｜Notify Applicant on Behalf of
Taleo｜Taleoselminds≫ - ≪トグル
｜Toggle｜Taleoent≫

• ≪Taleoにかわって応募者に通知
｜Notify Applicant on Behalf of
Taleo｜Taleoselminds≫ - ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン >
[≪ホーム・ページ｜Home
Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設
定｜User Settings｜Taleoselminds≫
(名前) > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪メッセージング
｜Messaging｜Taleoselminds≫」
> 「≪自動メッセージング｜Automated
Messaging｜Taleoselminds≫」

TE OLF構造
Taleo Enterprise (TE)とTaleo Social Sourcing (TSS)との間で、組織、場所およびジョブ・フィールド(OLF)構
造の統合を設定するために、管理者はTEの構成モジュールを使用してそのOLF構造を確認します。

構成
TE OLF構造を確認する構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

• ≪構造管理｜Structure Management｜Taleoent≫ [TE] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
[≪SmartOrg｜SmartOrg｜Taleoent≫] 管理 >
「≪組織｜Organizations｜Taleoselminds≫」

[TE] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
[≪SmartOrg｜SmartOrg｜Taleoent≫] 管理 >
「≪場所｜Locations｜Taleoselminds≫」

[TE] 管理者ログイン > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
[≪SmartOrg｜SmartOrg｜Taleoent≫] 管理 >
「≪ジョブ・フィールド｜Job Fields｜Taleoselminds≫」
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次の表は、TEの「≪SmartOrg管理｜SmartOrg Administration｜Taleoent≫」構成セクションに表示され
るTE OLF構造の例です。

≪組織｜Organization｜Taleoent≫

≪レベル｜Level｜Taleoent≫ ≪摘要｜Description｜Taleoselminds≫

1 ≪会社｜Company｜Taleoent≫

2 ■産業部門｜Sector□

3 ≪部門｜Department｜Taleoent≫

4 ≪ディビジョン｜Division｜Taleoent≫

≪場所｜Location｜Taleoselminds≫

≪レベル｜Level｜Taleoent≫ ≪摘要｜Description｜Taleoselminds≫

1 ≪国｜Country｜Taleoent≫

2 ≪都道府県/州｜State/Province｜Taleoent≫

3 ≪地域｜Region｜Taleoent≫

4 ≪市区町村｜City｜Taleoent≫

5 ≪就業場所｜Work Location｜Taleoent≫

≪ジョブ・フィールド｜Job Fields｜Taleoselminds≫

≪レベル｜Level｜Taleoent≫ ≪摘要｜Description｜Taleoselminds≫

1 ≪カテゴリ｜Category｜Taleoent≫

2 ≪機能｜Function｜Taleoent≫

3 ≪専門｜Specialty｜Taleoent≫

TSSにおけるOLF統合
管理者はSocial Sourcingの構成領域を使用して、Oracle Taleo Enterprise (TE)に関する組織、場所および
ジョブ・フィールド(OLF)情報を、Social Sourcingのビジネス、国/都道府県/州、ジョブ・カテゴリに同期します。
TEジョブ・フィードは、TSS構成で設定された間隔でTSSによって要求されたとき、TEジョブに関連するOLF情報
をTSSに送信します。ジョブ・データとOLF構造は、同時にフェッチされ、2つのシステムが同期されます。
TSS管理者は、Taleo Enterprise Editionと、「≪Taleo OLF構造｜Taleo OLF
Structure｜Taleoselminds≫」構成セクションの設定を使用して、次の処理を行います。

• ジョブ・フィードを同期(即時、または定義された間隔で)。
• 一連の読取り専用ツリー構造で、インポートされたTE OLF情報を表示。
• TE場所情報をTSSの住所、市区町村、都道府県または州、国にマップ。
• TEジョブ・フィールド情報をTSSジョブ・カテゴリにマップ
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TEキャリア・セクションがメンテナンス・モードのとき、ジョブ・フィードの同期は無効です。CSが本番モードに戻
ると、メンテナンス中に行われた変更が次のジョブ・フィードのロード中にフェッチされます。

構成
Taleo Enterprise OLF統合の「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

• ≪OLF場所レベル｜OLF Locations
Levels｜Taleoselminds≫

• ≪ジョブの場所レベルのリフレッシュ｜Refresh Job
Location Levels｜Taleoselminds≫

• ≪OLFカテゴリ・レベル｜OLF Category
Level｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫] ≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫ >
「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo
Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」

• ≪組織｜Organizations｜Taleoselminds≫
• ≪場所｜Locations｜Taleoselminds≫
• ≪ジョブ・フィールド｜Job Fields｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫] ≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> [≪Taleo OLF構造｜Taleo OLF
Structure｜Taleoselminds≫]

• ≪手動ジョブ同期｜Manual Job
Synchronization｜Taleoselminds≫

• ≪スケジュールどおりに実行｜Run on
schedule｜Taleoselminds≫

• ≪フィード・スケジュール｜Feed
Schedule｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > [≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫] ≪構
成｜Configuration｜Taleoselminds≫
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」
> [≪Taleo Enterprise Editionジョブ・コ
ネクタ｜Taleo Enterprise Edition Job
Connector｜Taleoselminds≫]

TEの場所からTSSへのマッピング
前提条件
Social Sourcingに対する管理者アクセス権が必要です。
初期設定または何らかの変更の前に、TEの「≪SmartOrg管理｜SmartOrg Administration｜Taleoent≫」
構成セクションでTEのOLF構造を確認します。
これが最初のロードの場合、「≪場所｜Location｜Taleoselminds≫」ツリー構造に情報はありません。初期ロー
ドの前に、場所レベルを設定します。
すでにジョブ・フィードがロードされている場合は、すでに場所レベルが設定されて構成に表示されてお
り、「≪Taleo OLF構造｜Taleo OLF Structure｜Taleoselminds≫」サブセクションの「≪場所
｜Location｜Taleoselminds≫」「≪ジョブ・カテゴリ｜Job Category｜Taleotbe≫」ツリーに、TEからのデータ
が表示されています。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」



89 · Social Sourcing Cloud Service Configuration Guide

ステップ

1. ジョブ・フィードからの場所データについて■OLF場所レベル｜OLF Location Levels□を選択し、TSSで場
所ファセットにデータを移入します。
場所は、アプリケーションの次の領域で使用されます。

• 検索結果とEメール・キャンペーンにおけるジョブの簡単な摘要。
• 「≪ジョブの詳細｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページ。
• ジョブ検索とキャンペーンのファセット。
• 「≪求人のお知らせ｜Job Alerts｜Taleoselminds≫」(「≪関心｜Interests｜Taleoselminds≫」)
• 場所に基づいたランディング・ページ。

2. 場所レベルを変更したら、TEが有効なことを確認し、「≪リフレッシュ｜Refresh｜Taleoselminds≫」ボタンを
クリックします(必須)。
これは、ジョブの場所と翻訳データをリフレッシュするために必要です。

結果
レベルを設定してデータがリフレッシュされると、「≪場所｜Location｜Taleoselminds≫」データが該当する表で再
移入されます。
TEジョブが、構成したレベルの場所情報を使用してTSSに移入されます。
場所データは、「≪場所｜Location｜Taleoselminds≫」ツリー構造にも移入されます。

TEジョブ・フィールドをTSSジョブ・カテゴリにマッピング
前提条件
Social Sourcingに対する管理者アクセス権が必要です。
初期設定または何らかの変更の前に、TEの「≪SmartOrg管理｜SmartOrg Administration｜Taleoent≫」
構成セクションでTEのOLF構造を確認します。
これが最初のロードの場合、「≪ジョブ・カテゴリ｜Job Category｜Taleotbe≫」ツリー構造に情報はありません。
初期ロードの前に、ジョブ・カテゴリ・レベルを設定します。
すでにジョブ・フィードがロードされている場合は、すでにジョブ・カテゴリ・レベルが設定されて構成に表示されており、
「≪Taleo OLF構造｜Taleo OLF Structure｜Taleoselminds≫」サブセクションの「≪ジョブ・カテゴリ｜Job
Category｜Taleotbe≫」ツリーに、TEからのデータが表示されています。
[TSS] 管理者ログイン > [≪ホーム・ページ｜Home Page｜Taleoselminds≫] ≪ユーザー設定
｜User Settings｜Taleoselminds≫ (名前) > 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」
> 「≪Taleo｜Taleo｜Taleoselminds≫」 > 「≪Taleo Enterprise Edition｜Taleo Enterprise
Edition｜Taleoselminds≫」
ステップ

1. ジョブ・フィードからのジョブ・フィールド・データについて「≪OLFカテゴリ・レベル｜OLF Category
Level｜Taleoselminds≫」を選択し、TSSでカテゴリ・ファセットにデータを移入します。
カテゴリは、アプリケーションの次の領域で使用されます。

• ポータル・タイル。
• ランディング・ページ。
• 「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」のファセット。
• 「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」の結果リスト。
• 「≪ジョブの詳細｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページ。
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• 「≪求人のお知らせ｜Job Alerts｜Taleoselminds≫」(「≪関心｜Interests｜Taleoselminds≫」)
• 「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」のオートサジェスト。

2. カテゴリ・レベルを変更するとき、ジョブ・フィードの次の実行を待ちたくない場合には、「≪今すぐ同期
｜Synchronize Now｜Taleoselminds≫」をクリックします。
このボタンは、「≪Taleo Enterprise Editionジョブ・コネクタ｜Taleo Enterprise Edition Job
Connector｜Taleoselminds≫」サブセクションにあります。

結果
レベルを設定し、ジョブ・フィードを再実行すると、そのレベルからのカテゴリ情報を使用してTEジョブがTSSに移入され
ます。
ジョブ・カテゴリとジョブ・タイトルは、「≪ジョブ・フィールド｜Job Fields｜Taleoselminds≫」ツリー構造にも移入され
ます。
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「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、ジオロケーション検索、ジオコーディン
グ、PlaceFinderおよびSolrに関連する設定にアクセスできます。
用語集
≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」構成セクションの各設定に関する用語と説明を、次に示します。
ジオコーディング - 文字列またはセミフォーマット・テキストで定義され、標準的な地理座標(緯度と経度)に変換され
た場所。「リバース・ジオコーディング」とは、緯度と経度による座標を、解読可能な場所の説明に変換したものを指しま
す。
ジオコードベースの検索 - TSSはジオコーディングを使用してジョブの場所やユーザーの位置(文字列)を緯度と経度に
よる座標に変換し、半径検索を実行して、ユーザーと、その所在地からユーザーが指定した範囲内にあるジョブとをマッ
チングします。
ジオロケーション - 緯度と経度による座標を使用した、番地など実在する場所の有意な識別情報。TSSでは、TEジョ
ブ・フィードからの住所、都市名、都道府県/州名、国名を使用し、これらのフィールドを特定の緯度と経度にコーディン
グすることでジオロケーション検索が実行されます。
ジョブの場所 - ジョブが行われる地理的な位置。掲載されているジョブには複数の場所が指定されている場合がありま
す。
ジョブの場所の翻訳 - ジョブの所在地のロケール(国)に対してサポートされている言語(存在する場合)の翻訳。
PlaceFinder -  場所の形式(番地や場所名など)を地理座標や住所の要素に変換することによって、アプリケーショ
ンに場所を認識させるためのジオコーディング技術。
Solr検索 - ファセット検索、データベース統合、ジオロケーション検索などの機能を備え、地理空間検索に便利
な、Webサイト向けの検索エンジン・プラットフォーム。
ホワイトリスト・パーサー - 世界各地の場所の名前を含み、ジオコーディング処理で使用されるSolr技術の一
部。Oracle eLocation APIを使用してジョブの場所を正しくジオコーディングするためには、場所の文字列を、国、都
道府県/州、都市、住所の値に解析する必要があります。解析された値はAPIに送られ、座標がTSSに返されます。

構成
≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」 >
「≪SOLR｜SOLR｜Taleoselminds≫」

≪SOLR有効｜TBE
Enabled｜Taleoselminds≫

Solr検索プラットフォームを有効にします。

≪サーバーURL｜Server
URL｜Taleoselminds≫

検索サーバーのURLを入力します。

≪Core名｜Core
Name｜Taleoselminds≫

Core名を入力します。空白の場合は、デフォルトでクライアント・コードになります。
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設定

名前 説明

≪問い合せフィールド｜Fields
Queried｜Taleoselminds≫

検索で問い合せるフィールドを入力します。

≪ブースト問合せ｜Boost
Query｜Taleoselminds≫

ブースト問合せを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」 > 「≪SOLR
PlaceFinder｜SOLR PlaceFinder｜Taleoselminds≫」

≪サーバーURL｜Server
URL｜Taleoselminds≫

Solr PlaceFinderサーバーのURLを入力します。

≪Core名｜Core
Name｜Taleoselminds≫

Core名を入力します。

≪国リスト・フィルタ｜Country List
Filter｜Taleoselminds≫

PlaceFinderに表示する国を選択します。

≪結果の最大数｜Maximum ♯ of
Results｜Taleoselminds≫

PlaceFinder検索の結果の最大数を設定します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」 > 「≪SOLRデータ集
団｜SOLR Data Population｜Taleoselminds≫」

≪ジョブのインポート｜Import
Jobs｜Taleoselminds≫

ジョブをSolrにインポートするプロセスを実行します。

≪ジョブをインポートし、アー
カイブを削除｜Import
Jobs ＆amp; Delete
Archived｜Taleoselminds≫

ジョブをインポートしてアーカイブを削除するプロセスを実行します。

≪ジョブのインポート(Javaバー
ジョン)｜Import Jobs (Java
Version)｜Taleoselminds≫

ジョブをインポートするプロセスを実行します(Javaバージョン)。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジオロケーション
およびジオコーディング｜Geolocation ＆amp; Geocoding｜Taleoselminds≫」

≪ジオロケーション検索有効
｜Geolocation Search
Enabled｜Taleoselminds≫

ジオロケーション検索を有効にします。有効にすると、TSSはロード時にユーザーの場所を
確認します。ユーザーが同意すると、■場所検索｜Location Search□ボックスに場所
データが移入されます。

≪メトリック・デフォルト｜Metric
Default｜Taleoselminds≫

区域による検索をメートル単位で動作するように設定します。

≪ユーザー管理半径単位
｜User Control Radius
Unit｜Taleoselminds≫

ジョブ検索でユーザー・コントロールの半径単位を有効にします。有効にすると、ユーザーが
場所の共有に同意した場合、または都市を■場所検索｜Location Search□ボック
スに入力した場合に、TSS検索結果でその場所の半径内にあるすべてのジョブが検索さ
れます。ユーザーは、「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」ページで検索範囲の
距離を設定できます。

≪デフォルトの国｜Default
Country｜Taleoselminds≫

デフォルトの国を入力します。
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設定

名前 説明

≪場所一致パターン
｜Location Match
Pattern｜Taleoselminds≫

場所一致パターンを入力します。

≪ジョブの場所のジオ
コード｜Geocode Job
Locations｜Taleoselminds≫

通常は、TSSへのTEジョブ・フィード中に実行され、設定した間隔で実行する
ように構成されます。今すぐ実行するには、「≪ジョブのジオコード｜Geocode
Jobs｜Taleoselminds≫」をクリックます。

≪ホワイトリスト・パーサー - サー
バーURL｜Whitelist Parser -
Server URL｜Taleoselminds≫

ホワイトリスト・パーサーのサーバーURLを入力します。

≪ホワイトリスト・パーサー - Core名
｜Whitelist Parser - Core
Name｜Taleoselminds≫

ホワイトリスト・パーサーのCore名を入力します。
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「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、メッセージ・テンプレート、メッセージ・エディ
タ、サイトの自動メッセージに関連する設定にアクセスできます。初期実装の一部として、組織のキャンペーン・メッセージ
と自動Eメール・テンプレートのコピーを編集する必要があります。

構成
「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」 > 「≪テ
ンプレート組込み｜Template Includes｜Taleoselminds≫」

≪メッセージ・ヘッダー｜Message
Header｜Taleoselminds≫

デフォルト・メッセージのヘッダー・テキストを入力します。

≪メッセージ・フッター｜Message
Footer｜Taleoselminds≫

デフォルト・メッセージのフッター・テキストを入力します。

≪メッセージの署名｜Message
Signature｜Taleoselminds≫

デフォルト・メッセージの署名テキストを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」 > 「≪同
報メッセージング｜Broadcast Messaging｜Taleoselminds≫」

≪タレント・コミュニティの求人のお知
らせ｜Talent Community Job
Alerts｜Taleoselminds≫

求人のお知らせにサイン・アップするボタンを有効にします。

≪コンポーザの使用｜Use
Composer｜Taleoselminds≫

メッセージ・コンポーザ(リリース1.10/14Bから導入されたメッセージング機能)を有効にし
ます。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」 >
「≪キャンペーン・テンプレート｜Campaign Templates｜Taleoselminds≫」

≪クラシック + ジョブなし｜Classic
+ No Jobs｜Taleoselminds≫
(ARM)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪クラシック + 選択したジョ
ブ｜Classic + Selected
Jobs｜Taleoselminds≫ (タレント・
コミュニティ)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪クラシック + 選択したジョ
ブ｜Classic + Selected
Jobs｜Taleoselminds≫ (Eメール)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。
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名前 説明

≪クラシック + ターゲットのジョ
ブ｜Classic + Targeted
Jobs｜Taleoselminds≫ (ARM)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪ランディング・ページ｜Landing
Page｜Taleoselminds≫ (Eメー
ル)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪ランディング・ページ(タレント・コミュ
ニティ)｜Landing Page (Talent
Community)｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪モダン + ジョブなし｜Modern
+ No Jobs｜Taleoselminds≫
(ARM)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪モダン + 選択したジョブ
｜Modern + Selected
Jobs｜Taleoselminds≫ (タレント・
コミュニティ)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪モダン + 選択したジョブ
｜Modern + Selected
Jobs｜Taleoselminds≫ (Eメール)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪モダン + ターゲットのジョブ
｜Modern + Targeted
Jobs｜Taleoselminds≫ (ARM)

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪差出人
｜From｜Taleoent≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」 >
「≪キャンペーン・テンプレートの色｜Campaign Template Colors｜Taleoselminds≫」

≪ボタンの背景｜Button
Background｜Taleoselminds≫

ボタンの背景色を16進数値で入力します。

≪ボタンの境界｜Button
Border｜Taleoselminds≫

ボタンの境界色を16進数値で入力します。

≪ボタン・テキスト｜Button
Text｜Taleoselminds≫

ボタンのテキスト色を16進数値で入力します。

≪リンク｜Link｜Taleoselminds≫ ハイパーリンクの色を16進数値で入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」 > 「≪自
動メッセージング｜Automated Messaging｜Taleoselminds≫」

≪応募者の採用を祝福
｜Congratulate Applicant for
Being Hired｜Taleoselminds≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪応募者の採用を祝
福｜Congratulate
Applicant for Being

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。
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設定

名前 説明

Hired｜Taleoselminds≫ - ≪テキ
スト｜Text｜Taleoselminds≫

≪Eメール・レポート・ダウン
ロード｜Email Report
Download｜Taleoselminds≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪Eメール・レポート・ダウン
ロード｜Email Report
Download｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪パスワードをお忘れですか｜Forgot
Password｜Taleoselminds≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪パスワードをお忘れですか｜Forgot
Password｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪採用担当者を招待｜Invite a
Recruiter｜Taleoselminds≫ -
≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪採用担当者を招待｜Invite a
Recruiter｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪Taleoにかわって応募者
に友人のための応募を通知
｜Notify Applicant of Apply
for Friend on Behalf of
Taleo｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪Taleoにかわって応募者
に友人のための応募を通知
｜Notify Applicant of Apply
for Friend on Behalf of
Taleo｜Taleoselminds≫ - ≪テキ
スト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪応募者に応募開始を通知
｜Notify Applicant of Apply
Start｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪応募者に応募開始を通知
｜Notify Applicant of Apply
Start｜Taleoselminds≫ - ≪テキ
スト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。



99 · Social Sourcing Cloud Service Configuration Guide

設定

名前 説明

≪応募者に友人のための応募を通知
｜Notify Applicant of Apply for
Friend｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪応募者に友人のための応募を通知
｜Notify Applicant of Apply for
Friend｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫ - ≪テキス
ト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪応募者に友人のための応募CCを通
知｜Notify Applicant of Apply
for Friend CC｜Taleoselminds≫
- ≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪応募者に友人のための
応募CCを通知｜Notify
Applicant of Apply for Friend
CC｜Taleoselminds≫ - ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪応募者にタレント・コミュニ
ティ・サブスクリプションを通
知｜Notify Applicant
of Talent Community
Subscription｜Taleoselminds≫
- ≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪応募者にタレント・コミュニ
ティ・サブスクリプションを通
知｜Notify Applicant
of Talent Community
Subscription｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪Taleoにかわって応募者に通知
｜Notify Applicant on Behalf of
Taleo｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪Taleoにかわって応募者に通知
｜Notify Applicant on Behalf of
Taleo｜Taleoselminds≫ - ≪テキ
スト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪新規クイック・クライアント
管理者の通知｜Notify
New Quick Clients
Admin｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。
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設定

名前 説明

≪新規クイック・クライアント
管理者の通知｜Notify
New Quick Clients
Admin｜Taleoselminds≫ - ≪テ
キスト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪採用担当者に応募を通
知｜Notify Recruiter of
Apply｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪採用担当者に応募を通
知｜Notify Recruiter of
Apply｜Taleoselminds≫ - ≪テキ
スト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

■採用担当者に候補者ステータスの
変更を通知｜Notify Recruiter of
Candidate Status Change□ -
≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

■採用担当者に候補者ステー
タスの変更を通知｜Notify
Recruiter of Candidate
Status Change□ - ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪紹介者に応募を通知
｜Notify Referrer of
Apply｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪紹介者に応募を通知
｜Notify Referrer of
Apply｜Taleoselminds≫ - ≪テキ
スト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪紹介者に応募CCを通知
｜Notify Referrer of Apply
CC｜Taleoselminds≫ - ≪トグル
｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪紹介者に応募CCを通知
｜Notify Referrer of Apply
CC｜Taleoselminds≫ - ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪SMに新規クイック・クライアントを通
知｜Notify SM of New Quick
Client｜Taleoselminds≫ - ≪トグ
ル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。
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設定

名前 説明

≪SMに新規クイック・クライアントを通
知｜Notify SM of New Quick
Client｜Taleoselminds≫ - ≪テキ
スト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪ARM後通知｜Post-ARM
Notification｜Taleoselminds≫ -
≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪ARM後通知｜Post-ARM
Notification｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪ARM前通知｜Pre-ARM
Notification｜Taleoselminds≫ -
≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪ARM前通知｜Pre-ARM
Notification｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪ARM前通知時間｜Pre-
ARM Notification
Time｜Taleoselminds≫

ARMキャンペーンの何時間前にキャンペーン管理者にEメール・リマインダを送信するかの
時間数を入力します。

≪応募者リンクの送信
｜Send Applicant
Link｜Taleoselminds≫ - ≪トグル
｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪応募者リンクの送信
｜Send Applicant
Link｜Taleoselminds≫ - ≪テキス
ト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪応募者の応募に感謝
｜Thank Applicant for
Applying｜Taleoselminds≫ -
≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪応募者の応募に感謝
｜Thank Applicant for
Applying｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪ようこそ、新規ユーザー
様｜Welcome New
User｜Taleoselminds≫ - ≪トグル
｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。
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設定

名前 説明

≪ようこそ、新規ユーザー
様｜Welcome New
User｜Taleoselminds≫ - ≪テキス
ト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」 > 「≪人
材推薦通知｜Endorsement Notifications｜Taleoselminds≫」

≪採用担当者に人材推薦を
通知｜Notify Recruiter of
Endorsement｜Taleoselminds≫
- ≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪採用担当者に人材推薦を
通知｜Notify Recruiter of
Endorsement｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪マークした採用担当者に
送信｜Send to starred
recruiters｜Taleoselminds≫ -
≪トグル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪マークした採用担当者に
送信｜Send to starred
recruiters｜Taleoselminds≫
- ≪テキスト
｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪共通Eメール・アドレスに送信
｜Send to common email
address｜Taleoselminds≫ - ≪ト
グル｜Toggle｜Taleoent≫

このタイプのEメール・メッセージを有効にします。

≪共通Eメール・アドレスに送信
｜Send to common email
address｜Taleoselminds≫ - ≪テ
キスト｜Text｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージ・テンプレートで使用するデフォルトの「≪宛先
｜To｜Taleoselminds≫」、「≪件名｜Subject｜Taleoselminds≫」、「≪本文
｜Body｜Taleoselminds≫」を入力します。

≪共通Eメール・アドレス
｜Common email
address｜Taleoselminds≫

このタイプのメッセージに使用する共通Eメール・アドレスを入力します。

Eメール・メッセージ・エディタ
Eメール・エディタ(またはコンポーザ)を使用すると、採用担当者はマーケティング・キャンペーン用のEメールを設定および
編集でき、適切に設計された訴求力のあるEメールを候補者および従業員向けに作成できます。
管理者は、「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域の「≪メッセージン
グ｜Messaging｜Taleoselminds≫」セクションにある「≪コンポーザの使用｜Use
Composer｜Taleoselminds≫」設定で、Eメール・エディタのオン/オフを切り替えられます。デフォルトは「≪オフ
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｜Off｜Taleoselminds≫」です。この設定が「≪オン｜On｜Taleoselminds≫」の場合、採用担当者がキャン
ペーンの設定で「≪メッセージの作成｜Compose Message｜Taleoselminds≫」手順を実行し、「≪キャンペーン
｜Campaigns｜Taleoselminds≫」タブでEメール・メッセージの編集を開始すると、メッセージ・テンプレートとしてモ
ダンかクラッシックかを選択できるモーダルが表示されます。

• 「≪クラシック｜Classic｜Taleolearn≫」: ヘッダーおよび挨拶文と、ジョブ・リスト、結びの挨拶、および送信元
の説明を含む本文テキストが含まれます。メッセージ・リストのジョブごとに、ジョブ・タイトル(ジョブ詳細へのリンクになっ
ている)、ジョブの場所、ジョブ・カテゴリが表示されます。

• ■モダン｜Modern□: クラシックと同じ要素がすべて含まれています。加えて、リストされた各ジョブに関して詳細
な情報が示されます。ビデオ・インジケータ、急募ジョブおよび新規ジョブのタグ、ジョブ摘要の冒頭の文、掲載日、
「≪表示｜View｜Taleoselminds≫」および「≪推奨｜Recommend｜Taleoent≫」ボタンが含まれます。

Eメール・メッセージ・エディタでは、採用担当者が次のような機能を使用できます。

• 機能が向上したメッセージ・プレビューア。メッセージ全体が表示される本文セクションがあります。
• ブロックとして埋め込む「≪Eメール｜Email｜Taleoselminds≫」セクション。このセクションは追加、移動、削除が

可能です。
• 標準ブロック表示。ブロックにマウス・カーソルを置くかタブで移動すると、ブロックが枠線で強調表示され、背景が薄

いグレーになります。
• コンテンツ・ブロックの右側にあるコントロール・パネル。マウス・カーソルを置くかタブで移動すると表示されます。ブロッ

クをメッセージ内で上下に移動させる、またはメッセージから削除するためのボタンがあります。
• ブロックから移動するアクションを実行すると、コントロール・パネルは非表示になり、ブロックは以前の状態に戻りま

す。
• リッチテキストの編集機能(HTMLエディタ内)。コンテンツ・ブロック内をクリックすると開きます。
• HTMLエディタ。機能(フォント書体、リスト、色、余白、配置など)は、編集するブロックのタイプ(スマート、テキストま

たは画像)によって異なります。
• ブロックに画像をインポートし、トリミングする機能。
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図: メッセージ・テンプレート・セレクタとEメール・エディタ
アップグレードされたTSSゾーンを採用担当者が操作する際、そのゾーン内のすべてのキャンペーンにある既存のEメール
は従来どおりに機能します。

• 既存のすべてのキャンペーン(リリース14Bへのアップグレードより前に作成されたもの)は、「≪キャンペーンの管理
｜Manage Campaigns｜Taleoselminds≫」ページからアクセスできます。このページには、最終的なメッセー
ジの編集やスケジュール設定(保存されている全データも含む)が表示され、キャンペーンはレガ'シー機能を使用して
編集でき、通常どおりに動作します(テンプレートの選択、テキストの編集、スケジュールおよび送信など)。

• メッセージング・コンポーネント(リリース14B以降)を使用して新しく作成されたすべてのキャンペーンでは、新し
いEメール・エディタが起動します。後でこれらの新しいキャンペーンにアクセスしたときも、Eメール・エディタが起動しま
す。

構成
この機能の構成設定を、次の表に示します。
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設定

名前 場所

≪コンポーザの使用｜Use Composer｜Taleoselminds≫ 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域
> 「≪メッセージング｜Messaging｜Taleoselminds≫」
> 「≪同報メッセージング｜Broadcast
Messaging｜Taleoselminds≫」



辞書の構成

• 「≪辞書｜Dictionary｜Taleoselminds≫」構成設定.......................................107
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「≪辞書｜Dictionary｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪辞書｜Dictionary｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪辞書｜Dictionary｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、データ辞書の編集と、サイトの翻訳および例外レ
ポートのダウンロードに関連する設定にアクセスできます。
辞書エディタは、管理者用の強力なツールです。サイトのテキストの多くは、辞書エディタを使って編集できます。(たとえ
ば、ポータル/ホーム・ページの「≪PR｜Promo｜Taleoselminds≫」テキスト、またはヘルプ/FAQセクションの「≪お問
合せ｜Contact Us｜Taleoselminds≫」テキストなど。)

構成
「≪辞書｜Dictionary｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪辞書｜Dictionary｜Taleoselminds≫」 > 「≪辞書の編
集｜Edit Dictionary｜Taleoselminds≫」

≪タグ名｜Tag
Name｜Taleoselminds≫

辞書タグ名を入力します。キーワードおよび値の一部を使用できます。

≪タグ値｜Tag
Value｜Taleoselminds≫

辞書タグ値を入力します。キーワードおよび値の一部を使用できます。

≪ロケール
｜Locale｜Taleoselminds≫

言語ロケールを選択します。

≪サイト｜Site｜Taleoselminds≫ サイトを選択します。

≪検索
｜Search｜Taleoselminds≫

辞書エントリの検索や編集に使用します。初めに、辞書のタグ名、タグ値、ロケールまたは
サイトを入力します。次に「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」をクリックします。一
致するエントリがセレクタに表示されます。セレクタから、必要なエントリを選択します。

≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫ 「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」を使用して辞書エントリを選択し
たら、「≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックして、
そのエントリの「≪タグ値｜Tag Value｜Taleoselminds≫」、「≪ロケール
｜Locale｜Taleoselminds≫」、「≪サイト｜Site｜Taleoselminds≫」を編集しま
す。次に「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪辞書｜Dictionary｜Taleoselminds≫」 > 「≪辞書のダウ
ンロード｜Dictionary Download｜Taleoselminds≫」

≪翻訳のダウンロード｜Download
Translations｜Taleoselminds≫

「≪レポートのダウンロード｜Download Report｜Taleoselminds≫」リンクをクリック
し、レポートのダウンロード・ダイアログを開きます。

≪例外のダウンロード｜Download
Exceptions｜Taleoselminds≫

「≪レポートのダウンロード｜Download Report｜Taleoselminds≫」リンクをクリック
し、レポートのダウンロード・ダイアログを開きます。
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辞書レポート
辞書レポートは、管理者がサイトを翻訳するとき、またはポリシー上の理由からそれを監査するときに使用できます。
ジョブを探している人や従業員に表示できるサイトのテキストをすべてダウンロードする機能があります。このレポートを第
三者の翻訳会社で翻訳してもらう、あるいは監査人に依頼してサイトのメッセージが組織のポリシーに合致しているかど
うかを確認してもらうことができます。
レポートは、Excel (CSV)形式で生成されます。サイト・テキスト、Eメール・メッセージ、エラー・メッセージ、応募モーダ
ル、紹介メッセージ、ユーザー・メッセージ、ヘルプ・メッセージについてのタグが含まれます。構成領域の要素は含まれま
せん。
辞書レポートの設定は、「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域の「≪辞書
｜Dictionary｜Taleoselminds≫」セクションにあります。2つのレポートをダウンロードするリンクがあります。

• ≪翻訳｜translation｜Taleoentemtsc≫
• ≪例外｜Exceptions｜Taleoent≫

「≪翻訳｜translation｜Taleoentemtsc≫」レポートの内容は次のとおりです。

• 辞書タグ名のリスト。
• データ・クラス(例外またはデフォルト)。
• タグが最後に作成されたときのタイムスタンプ。
• タグの全言語による翻訳。翻訳ごとに列を分けてダウンロードされます。
• クライアントの例外。
• 翻訳の例外がない場合、対応するフィールドは空白です。

「≪例外｜Exceptions｜Taleoent≫」レポートの内容は次のとおりです。

• タグIDのリスト。
• 対応するタグ名も示されます。
• ロケールID。
• タグ値

構成
この機能の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

• ≪翻訳のダウンロード｜Download
Translations｜Taleoselminds≫

• ≪例外のダウンロード｜Download
Exceptions｜Taleoselminds≫

[TSS] 管理者ログイン > 「≪ユーザー設定｜User
Settings｜Taleoselminds≫ (名前)」 > 「≪構成
｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪辞書
｜Dictionary｜Taleoselminds≫」 > [≪辞書のダウン
ロード｜Dictionary Download｜Taleoselminds≫]
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• 「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」構成設定....................................... 110
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「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、カスタム・プリヘッダー、フィールド、ページ、その他の
サイトの機能に関連する設定にアクセスできます。
「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」ページでは、管理者が会社およびプログラムに固有のカスタム情報を作
成および公開できます。次に示す設定を使用して、最大3つまでのカスタム・ページ(デフォルトで表示される)をオンにで
きます。有効にすると、ポータルまたはホーム・ページ上部のメイン・ナビゲーション・バーに各ページのタイトルが表示され
ます。
構成
「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」 > 「≪プリヘッダー
｜Pre-Header｜Taleoselminds≫」

≪カスタム・プリヘッダー｜Custom
Pre-Header｜Taleoselminds≫

ポータル/ホーム・ページのプリヘッダーにカスタムHTMLを入力する機能を有効にします。

≪カスタム・プリヘッ
ダーHTML｜Custom Pre-Header
HTML｜Taleoselminds≫

ポータル/ホーム・ページのプリヘッダーにカスタムHTMLを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」 > 「≪追加フィー
ルド｜Additional Fields｜Taleoselminds≫」

≪ジョブ応募追加フィールド
｜Job Apply Additional
Fields｜Taleoselminds≫

エンドユーザーから必要な情報(保全許可に関する質問など)を取得するための、「≪応募
｜Apply｜Taleoselminds≫」トレイのカスタム・フィールドのコードを入力します。

≪タレント・コミュニティ追
加フィールド｜Talent
Community Additional
Fields｜Taleoselminds≫

エンドユーザーから必要な情報を取得するための、「≪タレント・コミュニティ｜Talent
Community｜Taleoselminds≫」のカスタム・フィールドのコードを入力します。

≪ユーザー設定追加フィールド
｜User Settings Additional
Fields｜Taleoselminds≫

エンドユーザーから必要な情報を取得するための、「≪設定
｜Settings｜Taleoselminds≫」ページのカスタム・フィールドのコードを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」 >
「≪JavascriptおよびCSS｜Javascript ＆amp; CSS｜Taleoselminds≫」

≪カスタムJavascript有効
｜Custom Javascript
Enabled｜Taleoselminds≫

カスタムJavaScriptを入力する機能を有効にします。

≪カスタムJavaScript｜Custom
JavaScript｜Taleoselminds≫

「≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックして、カスタ
ムJavaScriptを入力します。
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設定

名前 説明

≪拡張CSS｜Advanced
CSS｜Taleoselminds≫

「≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックして、スタイルシートの拡
張CSSコードを入力します。

≪Facebook CSS｜Facebook
CSS｜Taleoselminds≫

「≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックし
て、FacebookのCSSコードを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム・
ページ1｜Custom Page 1｜Taleoselminds≫」

≪カスタム・ページ1有効
｜Custom Page 1
Enabled｜Taleoselminds≫

カスタム・ページの作成と、ナビゲーション・バーでのページ名の表示を可能にしま
す。Social Sourcingゾーンのページの有効/無効を切り替えてカスタマイズし、会社およ
びプログラムに固有の情報を公開できます。カスタム・ページは、デフォルトでは無効になっ
ています。タイトル、サブタイトル、コンテンツが編集可能です。例として、カスタム・ページを
作成して個人情報を表示し、Facebookアプリケーションからリンクするなどがあります。

≪信頼できる紹介者にのみ表示
｜Display to Trusted Referrers
Only｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者のみに対するカスタム・ページの表示を有効にします。

≪ナビゲーション・ラベル｜Navigation
Label｜Taleoselminds≫

ページのナビゲーション・ラベルを入力します。

≪タイトル
｜Title｜Taleoselminds≫

ページのタイトルを入力します。

≪サブタイトル
｜Subtitle｜Taleoselminds≫

ページのサブタイトルを入力します。

≪コンテンツ
｜Content｜Taleoselminds≫

ページのテキスト・コンテンツを入力します。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム・
ページ2｜Custom Page 2｜Taleoselminds≫」

≪カスタム・ページ2有効
｜Custom Page 2
Enabled｜Taleoselminds≫

カスタム・ページの作成と、ナビゲーション・バーでのページ名の表示を可能にします。

≪信頼できる紹介者にのみ表示
｜Display to Trusted Referrers
Only｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者のみに対するカスタム・ページの表示を有効にします。

≪ナビゲーション・ラベル｜Navigation
Label｜Taleoselminds≫

ページのナビゲーション・ラベルを入力します。

≪タイトル
｜Title｜Taleoselminds≫

ページのタイトルを入力します。

≪サブタイトル
｜Subtitle｜Taleoselminds≫

ページのサブタイトルを入力します。

≪コンテンツ
｜Content｜Taleoselminds≫

ページのテキスト・コンテンツを入力します。
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設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム｜Custom｜Taleoselminds≫」 > 「≪カスタム・
ページ3｜Custom Page 3｜Taleoselminds≫」

≪カスタム・ページ3有効
｜Custom Page 3
Enabled｜Taleoselminds≫

カスタム・ページの作成と、ナビゲーション・バーでのページ名の表示を可能にします。

≪信頼できる紹介者にのみ表示
｜Display to Trusted Referrers
Only｜Taleoselminds≫

信頼できる紹介者のみに対するカスタム・ページの表示を有効にします。

≪ナビゲーション・ラベル｜Navigation
Label｜Taleoselminds≫

ページのナビゲーション・ラベルを入力します。

≪タイトル
｜Title｜Taleoselminds≫

ページのタイトルを入力します。

≪サブタイトル
｜Subtitle｜Taleoselminds≫

ページのサブタイトルを入力します。

≪コンテンツ
｜Content｜Taleoselminds≫

ページのテキスト・コンテンツを入力します。



ウィジェットの構成

• 「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」構成設定....................................114



ウィジェットの構成 · 114

「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」構成設定

「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」構成設定
「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」構成セクションでは、他のWebサイトに埋め込めるOracle Taleo
Social Sourcing (TSS)ウィジェットに関連する設定にアクセスできます。

構成
「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」構成の設定を、次の表に示します。

設定

名前 説明

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」 > 「≪ジョブ・
リスト・ウィジェット｜Job List Widgets｜Taleoselminds≫」

■新しいジョブ・リスト・ウィジェット
の作成｜Create New Job List
Widget□ - ボタン

このボタンをクリックして、新しい「≪ジョブ・リスト｜Job List｜Taleoent≫」ウィジェットの
作成を有効にします。「≪タイトル/名前｜Title/Name｜Taleoselminds≫」、「≪ノー
ト｜Notes｜Taleoselminds≫」、「≪幅｜Width｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、
「≪高さ｜Height｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、およびリンク色の16進数値を入
力します。「≪ヘッダーを含める｜Include Header｜Taleoselminds≫」の「≪オン
｜On｜Taleoselminds≫」と「≪オフ｜Off｜Taleoselminds≫」を切り替えます。

■新しいジョブ・リスト・ウィジェッ
トの作成｜Create New Job
List Widget□ - ≪編集
｜Edit｜Taleoselminds≫

「≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックして、「≪タイトル/名前
｜Title/Name｜Taleoselminds≫」、「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」、
「≪幅｜Width｜Taleoent≫」、「≪高さ｜Height｜Taleoent≫」、「≪リンクの
色｜Link Color｜Taleoselminds≫」または「≪ヘッダーを含める｜Include
Header｜Taleoselminds≫」の各オプションを編集します。

■新しいジョブ・リスト・ウィジェット
の作成｜Create New Job List
Widget□ - このコードをコピーして貼
付け

「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」すると、新しい、または更新したウィジェットはテ
キスト入力領域に表示されます。コードをコピーして、ウィジェットを配置する外部サイトの
コードに貼り付けます。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」 > 「≪検索
バー・ウィジェット｜Search Bar widgets｜Taleoselminds≫」

≪新規検索ウィジェットの作
成｜Create New Search
Widget｜Taleoselminds≫ - ボタ
ン

このボタンをクリックして、新しい「≪検索｜Search｜Taleoselminds≫」ウィジェット
の作成を有効にします。「≪タイトル/名前｜Title/Name｜Taleoselminds≫」、
「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」、「≪プレースホルダ・テキスト
｜Placeholder Text｜Taleoselminds≫」、「≪ボタン・テキスト｜Button
Text｜Taleoselminds≫」、「≪幅｜Width｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、「≪高さ
｜Height｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、およびボタン色の16進数値を入力します。
ヘッダーまたはボタンを含めるかどうかを切り替えます。

≪新規検索ウィジェットの作
成｜Create New Search
Widget｜Taleoselminds≫ - ≪編
集｜Edit｜Taleoselminds≫

「≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックして、「≪タイトル/名前
｜Title/Name｜Taleoselminds≫」、「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」、
「≪プレースホルダ・テキスト｜Placeholder Text｜Taleoselminds≫」、「≪ボタン・テ
キスト｜Button Text｜Taleoselminds≫」、「≪幅｜Width｜Taleoent≫」、「≪高
さ｜Height｜Taleoent≫」、「≪ボタンの色｜Button Color｜Taleoselminds≫」、
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設定

名前 説明

「≪ヘッダーを含める｜Include Header｜Taleoselminds≫」および「≪ボタンを含める
｜Include Button｜Taleoselminds≫」の各オプションを編集します。

≪新規検索ウィジェットの作
成｜Create New Search
Widget｜Taleoselminds≫ - この
コードをコピーして貼付け

「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」すると、新しい、または更新したウィジェットはテ
キスト入力領域に表示されます。コードをコピーして、ウィジェットを配置する外部サイトの
コードに貼り付けます。

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」 > 「≪Eメー
ル・サインアップ・ウィジェット｜Email Sign-up Widget｜Taleoselminds≫」

■新規Eメール・サインアップ・ウィジェッ
トの作成｜Create New Email
Signup Widget□ - ボタン

このボタンをクリックして、新しいEメール・サインアップ・ウィジェットの作成を
有効にします。「≪タイトル/名前｜Title/Name｜Taleoselminds≫」、
「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」、「≪ボタン・テキスト｜Button
Text｜Taleoselminds≫」、「≪幅｜Width｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、
「≪高さ｜Height｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、および「≪ボタンの色｜Button
Color｜Taleoselminds≫」の16進数値を入力します。ヘッダーを含めるかどうかを切り
替えます。

■新規Eメール・サインアップ・ウィ
ジェットの作成｜Create New
Email Signup Widget□ - ≪編集
｜Edit｜Taleoselminds≫

「≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックして、「≪タイトル/名前
｜Title/Name｜Taleoselminds≫」、「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」、
「≪ボタン・テキスト｜Button Text｜Taleoselminds≫」、「≪幅
｜Width｜Taleoent≫」、「≪高さ｜Height｜Taleoent≫」、「≪ボタンの色
｜Button Color｜Taleoselminds≫」または「≪ヘッダーを含める｜Include
Header｜Taleoselminds≫」の各オプションを編集します。

■新規Eメール・サインアップ・ウィジェッ
トの作成｜Create New Email
Signup Widget□ - このコードをコ
ピーして貼付け

「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」すると、新しい、または更新したウィジェットはテ
キスト入力領域に表示されます。コードをコピーして、ウィジェットを配置する外部サイトの
コードに貼り付けます。

ウィジェットの作成と共有
ウィジェット機能を利用すると、管理者は特定のSocial Sourcing機能(ジョブ検索、求人のお知らせへのサイン・アッ
プなど)を他のWebサイトに埋め込むことができます。
他のサイトにTSSのウィジェットを作成および展開する主な目的は、ユーザーをホストであるTSSサイトに呼び戻すことで
す。次のウィジェット・テンプレートを使用できます。

• 「≪検索結果｜Search Result｜Taleoent≫」(ジョブ・リスト)
• ■検索バー｜Search Bar□
• ≪求人のお知らせにサイン・アップ｜Sign Up for Job Alerts｜Taleoselminds≫

ウィジェットの作成は、デフォルト・サイト以外でのみ機能します。

ウィジェットの作成
ウィジェットの作成および管理機能は、「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域の「≪ウィ
ジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」セクションにあります。以前に作成したウィジェットがこのセ
クションに表示され、それを編集、プレビュー、保存することができます。編集できるのは、ウィジェットの
「≪名前｜Name｜Taleoselminds≫」、「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」、■摘要テキスト
｜Descriptive Text□、「≪幅｜Width｜Taleoent≫」、「≪身長｜Height｜Taleoent≫」、「≪ヘッダー
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｜Header｜Taleoent≫」、「≪ボタン・テキスト｜Button Text｜Taleoselminds≫」および「≪ボタンの色
｜Button Color｜Taleoselminds≫」です。設定できる内容は、ウィジェットのタイプによって異なります。
≪検索結果｜Search Result｜Taleoent≫(ジョブ・リスト)ウィジェット
検索結果(ジョブ・リスト)ウィジェットを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」を使用して検索を実行して、カテゴリや場所を基準にして検索結
果(ジョブのリスト)を生成します。(ジョブ・リストの結果は検索からしか作成できません。)

2. ページの上部に表示される「≪ウィジェットの作成｜Create a Widget｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックしま
す。

3. 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 > 「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」ページが
開きます。

4. 「≪編集｜Edit｜Taleoselminds≫」(鉛筆)アイコンをクリックします。
5. ページ・レイアウトで、「≪ジョブ検索ID｜Job Search ID｜Taleoselminds≫」がすでに入力されていることを確

認します。
6. 「≪タイトル｜Title｜Taleoselminds≫」、「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」(社内利用)、およびスタイル

機能を入力します。
7. ウィジェット情報をプレビューして保存します。または、「≪取消｜Cancel｜Taleoselminds≫」もできます。
8. プレビュー・モードにすると、ジョブ検索結果の最初のいくつかがウィジェットに表示されます。
9. 「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」すると、ウィジェットのコードがテキスト・フィールドに表示されます。これは読

取り専用で、編集はできません。
10.ウィジェットのコードは、他のWebページのHTMLにコピーして貼り付ける(埋め込む)ことができます。
11.埋め込んだウィジェットにおける検索結果は、ウィジェットの作成時に使用した基準を満たす新しいジョブが利用可能

になると更新されます。
12.ユーザーは、コードが追加されたどのWebページからでも、ジョブ・リストの表示と操作が可能になります。
13.ユーザーがリストのジョブをクリックすると、TSSにリダイレクトされ、ジョブ摘要の詳細が表示されます。
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図: 「≪ジョブ・リスト・ウィジェット｜Job List Widgets｜Taleoselminds≫」の作成
≪検索バー・ウィジェット｜Search Bar widgets｜Taleoselminds≫
検索バー・ウィジェットを作成するには、次の手順を実行します。
1. 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域で、「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」 >

「≪検索バー・ウィジェット｜Search Bar widgets｜Taleoselminds≫」の設定を使用します。
2. 「≪新規検索ウィジェットの作成｜Create New Search Widget｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックします。
3. 「≪タイトル｜Title｜Taleoselminds≫」、社内専用の「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」、

「≪摘要｜Description｜Taleoselminds≫」、「≪プレースホルダ・テキスト｜Placeholder
Text｜Taleoselminds≫」、「≪ボタン・テキスト｜Button Text｜Taleoselminds≫」を編集して、検索バーを
作成し、スタイルを決定します。

4. 「≪幅｜Width｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、「≪高さ｜Height｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、
「≪ヘッダーを含める｜Include Header｜Taleoselminds≫」の切替え、「≪ボタンを含める｜Include
Button｜Taleoselminds≫」の切替え、「≪ボタンの色｜Button Color｜Taleoselminds≫」でスタイル機能
を設定します。

5. ウィジェット情報をプレビューして保存します。または、「≪取消｜Cancel｜Taleoselminds≫」もできます。
6. プレビュー・モードにすると、ジョブ検索結果の最初のいくつかがウィジェットに表示されます。



ウィジェットの構成 · 118

7. 「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」すると、ウィジェットのコードがテキスト・フィールドに表示されます。これは読
取り専用で、編集はできません。

8. ウィジェットのコードは、他のWebページのHTMLにコピーして貼り付ける(埋め込む)ことができます。
9. ユーザーは、会社の広告とジョブ検索結果のあるウィジェットを表示できます。
10.ユーザーは検索バーの操作が可能です。「≪実行｜Go｜Taleoselminds≫」をクリックすると、TSSホスト・サイトに

リダイレクトされ、そこで検索を完了して結果を見ることができます。

社外キャリアのようこそページまたはイントラネット・サイトでは、このタイプのウィジェットを使うことをお薦めしま
す。

≪求人のお知らせにサイン・アップ｜Sign Up for Job Alerts｜Taleoselminds≫・ウィジェット
求人のお知らせのウィジェットを作成するには、次の手順を実行します。

1. 「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」領域で、「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」 >
「≪Eメール・サインアップ・ウィジェット｜Email Sign-up Widget｜Taleoselminds≫」の設定を使用します。

2. 「≪新規Eメール・ウィジェットの作成｜Create New Email Widget｜Taleoselminds≫」ボタンをクリックしま
す。

3. 「≪タイトル｜Title｜Taleoselminds≫」、社内専用の「≪ノート｜Notes｜Taleoselminds≫」、「≪摘要
｜Description｜Taleoselminds≫」、「≪ボタン・テキスト｜Button Text｜Taleoselminds≫」を編集して、
ウィジェットを作成し、スタイルを決定します。

4. 「≪幅｜Width｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、「≪高さ｜Height｜Taleoent≫」(ピクセル単位)、
「≪ヘッダーを含める｜Include Header｜Taleoselminds≫」の切替え、「≪ボタンを含める｜Include
Button｜Taleoselminds≫」の切替え、「≪ボタンの色｜Button Color｜Taleoselminds≫」でスタイル機能
を設定します。

5. お知らせする「≪場所｜Location｜Taleoselminds≫」、「≪カテゴリ｜Category｜Taleoselminds≫」、「≪会
社｜Company｜Taleoselminds≫」の各情報を設定します。

6. ウィジェット情報をプレビューして保存します。または、「≪取消｜Cancel｜Taleoselminds≫」もできます。
7. プレビュー・モードにすると、ジョブ検索結果の最初のいくつかがウィジェットに表示されます。
8. 「≪保存｜Save｜Taleoselminds≫」すると、ウィジェットのコードがテキスト・フィールドに表示されます。これは読

取り専用で、編集はできません。
9. ウィジェットのコードは、他のWebページのHTMLにコピーして貼り付ける(埋め込む)ことができます。
10.ユーザーは、会社の広告と求人のお知らせのあるウィジェットを表示できます。
11.ユーザーはお知らせへのサイン・アップを開始できるようになり、登録のためのTSSモーダルにリダイレクトされます。

構成
この機能の構成設定を、次の表に示します。

設定

名前 場所

• ≪ジョブ・リスト・ウィジェット｜Job List
Widgets｜Taleoselminds≫

• ≪検索バー・ウィジェット｜Search Bar
widgets｜Taleoselminds≫

• ≪Eメール・アラート｜Email Alert｜Taleoent≫・ウィ
ジェット

「≪構成｜Configuration｜Taleoselminds≫」 >
「≪ウィジェット｜Widgets｜Taleoselminds≫」
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用語集

次は、Oracle Taleo Social Sourcingの用語を簡潔にまとめた用語集です。
応募者: ジョブに応募する人。応募者は次の3タイプに分類されます。

• 元従業員: 過去の従業員。
• 従業員: 現在の従業員。
• 非関係: 過去も現在も従業員ではない応募者。

応募開始: 応募を作成すること。ユーザーがSocial Sourcingで「応募の開始」をクリックして応募フローに遷移し、
「履歴書のアップロード」モーダル、TaleoEnterprise統合、またはその他のeRecruitmentプラットフォームや応募者ト
ラッキング・システムを介して行われます。
応募者トラッキング・システム(ATS): 採用に関するデータやプロセスを扱うソフトウェア・アプリケーション。
自動紹介告知(ARM): ジョブの共有を促進するために、スケジュールに基づいて対象者に繰り返し送信される自動
メッセージ。
候補者: ジョブに関心がある人またはジョブを探している人。Social Sourcingでは次のタイプに分類されます。

• 元従業員: 過去の従業員。
• 従業員: 現在の従業員。
• 一般: 特定のジョブに関連付けられていない、紹介された候補者。
• 登録済: システムにすでに登録されている、紹介された候補者。

キャンペーン: 選択された対象者に繰り返し送信するようにスケジュール設定されているメッセージ。
カテゴリ・タイル: ホーム・ページに表示されるタイル。公開されているトップ・ランディング・ページにカテゴリ・ランディング・
ページをタイルとして表示することで、カテゴリ・ランディング・ページをPRできます。タイルの表示は次の条件に基づきま
す。
1. ユーザーのプリファレンスにそのカテゴリがリストされており、そのカテゴリに募集中のジョブが3つ以上ある。または、
2. 新規ジョブが多い順に、公開済みのカテゴリに基づいてシステムがタイルの残りを埋める。
各タイルに含まれる情報は次のとおりです。

• カテゴリ名。
• そのカテゴリに掲載された直近3つのジョブ。
• そのカテゴリの新規ジョブの数。
• タイルは、関連付けられたランディング・ページへのリンクです。

CS: OracleTaleoキャリア・セクション。
人材推薦: システムから送信された人材推薦のEメールに応じて、特定の候補者の推薦理由に関する情報を提供す
ること。返信は通常、関心がある採用担当者に提供されます。
社外ユーザー: 組織に属さないユーザーまたは組織と関係のないユーザー。従業員や元従業員は該当しません。
Facebook Jobs App: Social Sourcingのジョブ検索アプリケーション。採用担当者はこれを管理者権限のあ
るFacebookページに埋め込み、このページへの訪問者を組織の掲載されているジョブの情報に誘導できます。
ジオコーディング: 文字列またはセミフォーマット・テキストで定義され、標準的な地理座標(緯度と経度)に変換され
た場所。「リバース・ジオコーディング」とは、緯度と経度による座標を、解読可能な場所の説明に変換したものを指しま
す。
ジオロケーション: 緯度と経度による座標を使用した、番地など実在する場所の有意な識別情報。Social
Sourcingでは、住所、都市名、都道府県/州名、国名を使用し、これらのフィールドを特定の緯度と経度にコーディン
グすることでジオロケーション検索が実行されます。
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ジオロケーション検索: Social Sourcingはジオコーディングを使用してジョブの場所やユーザーの位置(文字列)を緯
度と経度による座標に変換し、半径検索を実行して、ユーザーと、その所在地からユーザーが指定した範囲内にある
ジョブとをマッチングします。
急募ジョブ: 採用担当者と管理者またはそのいずれかが「急募」として指定したジョブ。これらのジョブは、すべ
てのジョブの検索およびキャンペーンで最初に表示されます。管理者と採用担当者は、「≪ジョブ検索｜Job
Search｜Taleoent≫」ページと「≪ジョブの詳細｜Job Details｜Taleoselminds≫」ページから「≪急募ジョブ
｜Hot Job｜Taleoselminds≫」タグのオンとオフを切り替えることができます。
内部ユーザー: 組織、従業員または元従業員と関係のあるユーザー。
求人のお知らせ: タレント・コミュニティにサイン・アップしたユーザーに送信されるEメール。各ユーザーの所在地や関心
分野に基づく関連ジョブが含まれます。
ジョブ応募開始: 上の「応募開始」を参照してください。
ジョブの場所: ジョブが行われる地理的な位置。ジョブには複数の場所が指定される場合があります。
ジョブの場所の翻訳: ジョブの所在地のロケール(国)に対してサポートされている言語の翻訳。
ジョブ共有: ユーザーが、Eメールまたはソーシャル・チャネルを通じて、コピーアンドペーストされた紹介リンクまた
はURLで1人以上の友人にジョブを薦めること。
ジョブ・サイト: 候補者が組織のジョブを検索し、ジョブに応募するためのサイトとしてSocial Sourcingを使用するこ
と。ジョブ・サイトは、外部の候補者用、内部の従業員の候補者用、またはその両方にすることができます。
ジョブ表示: ユーザーが個々のジョブを閲覧すること。従業員、紹介、またはその他のロール別に分けて表示されます。
ランディング・ページ: ジョブのカテゴリまたは場所、あるいはその両方に基づいて、組織のジョブを表示するためのペー
ジ。このページのURLは、Eメールまたはソーシャル・チャネル経由で提供できます。
言語ロケール: Social Sourcingが翻訳されている言語（１つまたは複数）を使用している国。たとえば、米国の場
合の言語は英語であり、カナダの場合はカナダ英語およびカナダ・フランス語があります。サポートされている言語とロケー
ルの詳細は、『Oracle Taleo Social Sourcing Configuration Guide』を参照してください。
新規ジョブ: ジョブがアップロードされ、新規扱いされている日数に基づいて、システムによってタグ付けされているジョブ。
管理者は、この日数の範囲を「≪ジョブ｜Jobs｜Taleoselminds≫」構成で設定します。
PlaceFinder: 場所の形式(番地や場所名など)を地理座標や住所の要素に変換することによって、ソフトウェア・ア
プリケーションに場所を認識させるためのジオコーディング技術。
採用担当者サイト: 組織の採用担当者が、メッセージ、キャンペーンおよびソーシャル・チャネルを介して、募集中のジョ
ブを宣伝および共有するサイトとしてSocial Sourcingを使用すること。
紹介: 紹介者が紹介リンクを送り、それに関連付けられている候補者が、あるジョブに対して履歴書を提出すること。ま
たは、紹介者が候補者の連絡先情報を入力し、履歴書をアップロードすることによる、一般的な候補者の紹介。
オンデマンド紹介(ROD): 特定のジョブまたはソーシャル・チャネルを共有する対象者に送信される、1回のみのメッ
セージ。
紹介サイト: 従業員、元従業員およびその他のユーザーが、候補者に、一般情報または特定のジョブを紹介するため
のサイトとしてSocial Sourcingを使用すること。
紹介者: 候補者を紹介する人。Social Sourcingにログインしているユーザーは、自分の個人用紹介リンクをユー
ザー設定で表示およびコピーし、それらのリンクをEメールまたはソーシャル・チャネルで候補者と共有できます。紹介者は
いくつかのタイプに分類されます。

• 元従業員: 過去の従業員。
• 従業員: 現在の従業員。
• 元の紹介者: 候補者の最初の紹介者(紹介者が複数いる場合)。
• 優先紹介者: 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」構成の設定により、優先紹介者パラメータを応募者ト

ラッキング・システムのURLに渡すことができます。
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• 上位紹介者: 「≪ホーム｜Home｜Taleoent≫」ページと「≪ジョブ検索｜Job Search｜Taleoent≫」
ページの右側にあり、最も多い候補者を紹介したユーザーについての情報を示すブロック。「≪ユーザー
｜Users｜Taleoselminds≫」構成の設定により、管理者は、信頼できる紹介者以外のユーザーでも上位紹
介者の情報を表示できるかどうかを規制できます。上位紹介者は、ジョブの共有数、ジョブの共有から生じたクリッ
ク数、ジョブの共有から生じた応募開始数といった条件に基づいてスコア付けされます。各条件は、プリファレンスに
従って加重されます。上位紹介者となるには、構成されている合格スコアを最低限を満たす必要があります。

• 信頼できる紹介者: 「≪ユーザー｜Users｜Taleoselminds≫」構成の設定により、管理者は、信頼できる紹介
者と見なされるユーザー・ロールの関係IDを入力できます。構成内容に基づいて、信頼できる紹介者は部分的にロ
グインし、候補者の紹介、対象ジョブへの候補者の推薦、候補者の履歴書のアップロードおよび新規ジョブや急募
ジョブのフラグの確認を行うことかできます。

• 非関係紹介者: 従業員でも元従業員でもない紹介者。

ソーシャル・チャネル: Social Sourcingが統合できるソーシャル・ネットワーキングのサイ
ト(Facebook、LinkedIn、Twitter、Weiboなど)。
ソーシャル・ジョブ配信(SJD): 接続されているFacebookファン・ページ、Twitterハンドル、LinkedInページにジョブ
を投稿するキャンペーン。
Solr検索: ファセット検索、データベース統合、ジオロケーション検索などの機能を備え、地理空間検索に便利
な、Webサイト向けの検索エンジン・プラットフォーム。
マークしたジョブ: 採用担当者または管理者(あるいはその両方)が、ユーザーがジョブを共有したとき、また
はそのジョブに応募したときに通知を受信するように選択したジョブ。ジョブのマークは、「≪ジョブ検索｜Job
Search｜Taleoent≫」ページで手動で付けることができます。アカウントからキャンペーンを送信すると、Social
Sourcingは、そのメッセージに対して選択したジョブに自動的にマークを付けます。「≪ジョブ検索｜Job
Search｜Taleoent≫」ページでは、フィルタ処理を実行して、マークが付いたジョブのみを表示することもできます。
タレント・コミュニティ(TC): 場所と関心分野に基づいて、求人のお知らせの自動通知およびTCへのダイレクト・メッ
セージを受信するように登録したユーザーのグループ。
TBE: Oracle Taleo Business Edition製品。
TE: Oracle Taleo Enterprise製品ライン(Recruiting、Legacy Onboarding、Onboarding
Transitions、Scheduling Center、Career Section、Performance Managementおよび関連するプラット
フォーム・アプリケーション)。
TSS: Oracle Taleo Social Sourcing製品。
固有の紹介リンク: Social SourcingサイトのURL(長い形式または短い形式)。このURLを候補者に提供すること
で、組織のジョブに候補者がアクセスできるようになります。候補者がジョブに応募すると、自動的に紹介者として設定さ
れます。
ホワイトリスト・パーサー: 世界各地の場所の名前を含み、ジオコーディング処理で使用されるSolr技術の一
部。Oracle eLocation APIを使用してジョブの場所を正しくジオコーディングするためには、場所の文字列を、国、都
道府県/州、都市、住所の値に解析する必要があります。解析された値はAPIに送られ、座標がSocial Sourcingに
返されます。
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