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Taleoコネクト

Taleoコネクトサーバー
Taleo接続サーバーは、Taleo製品内に埋め込まれているTaleoコネクトプラットフォームのサーバー側の部分です。こ
れにより、システム対システム型のメッセージを利用して、セキュアなゲートウェイ経由の統合オファリングを、製品が提供
できるようになります。Taleo接続サーバーのエクスポート機能では、Taleo製品の辞書にアクセスでき、インポート機能
では、指示を受けたサービスオペレーションを起動できます。Taleo接続サーバーでは、Taleo拡張(T-SOAP)で標準
のSOAPエンベロープにラップされたプロプライエタリなT-XML形式のメッセージのみを受け入れます。

Taleoコネクトクライアント
Taleo接続クライアントは、顧客の環境内に設置するTaleo接続プラットフォームのクライアント側の部分です。これによ
り、顧客は独自の統合プロセスを構築して実行できます。

開発環境
開発環境は使いやすく、高度な開発が可能です。これにより、簡単な統合シナリオから複雑な統合シナリオまでの設計
および構成が可能です。
TCCの設計および構成環境は、強力で拡張性に優れたEclipseベースのリッチ・クライアント・プラットフォーム(RCP)で
構築されています。RCPは、エンド・ユーザーに専門的な体験を提供するJavaクライアント・ユーザー・インタフェースの標
準です。
すべてのユーザー・タスクは、ウィザードに従って操作できますが、ドロップダウン・メニューやドラッグ・アンド・ドロップ機能な
ど、クライアント・アプリケーションの自然な動作に基づいて操作することもできます。

統合エンジン
統合エンジンは強力で柔軟です。複数のファイル形式を使用して、Taleo環境と通信します。
TCCでは、XML、SOAP、WS-Addressingなどの業界標準に基づいたプロプライエタリなTaleoメッセージ形式を使
用して、Taleo製品と通信します。顧客のシステムは通常は独自の形式のみをサポートしているため、クライアント側ま
たはサーバー側の変換によるカスタム・メッセージ形式もサポートしています。
TCCでは、非同期統合プロセスの複雑さを顧客が意識することなく、他のビジネス・プロセスに統合できる同期型の動
作が可能です。

Taleoコネクトユーザー
TCCでは、ユーザー・アカウントでゾーンにアクセスして、統合ジョブを実行できるようにする必要があります。このユーザー
は、統合する製品のシステム・インテグレータ権限で構成する必要があります。ゾーン内でのユーザーの作成および構成
のガイドラインは、Oracle Taleoアプリケーションの構成ガイドを参照してください。
TCCで使用する統合ユーザー・アカウントを作成する場合は、ゾーンごとに異なるUID/PWDの組合せを使用すること
をお薦めします。これにより、ゾーン・アクセスに関する不注意の問題を防止できます。
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ファイルおよびフォルダ

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

タッチポイント
• インポート

インポートタッチポイントは、データ・ディクショナリに定義されている、使用可能なTaleo製品のサービス内容に対応し
ています。サービスには、特定のインポート操作の提供対象になっているビジネス・エンティティと同じ名前が付いてい
ます。たとえば、SmartOrgデータ・ディクショナリでは、「グループ」サービスで、作成、削除、マージおよび更新操作
が提供されています。他のサービスでは、他の操作が提供される可能性があります。

• エクスポート
エクスポートタッチポイントは、特定のTaleo製品ビジネス・モデルから抽出される情報に対応しています。

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

ファイル名標準
• インポート

ロード・ファイル: <touchpoint>_<action>_ld.xml
構成ファイル: <touchpoint>_<action>cfg.xml
データ・ファイル: <touchpoint>_<action>.csv
結果ファイル: <touchpoint>_<action>_result_<date_time>.csv

• エクスポート
問合せファイル: <touchpoint>_<action>_sq.xml
構成ファイル: <touchpoint>_<action>_cfg.xml
結果ファイル: <touchpoint>_<action>_result_<date_time>.csv

例
• インポート

ロード・ファイル: user_merge_ld.xml
構成ファイル: user_merge_cfg.xml
データ・ファイル: user_merge.csv
結果ファイル: user_merge_result_20080715T084011.csv

• エクスポート
問合せファイル: newhire_export_sq.xml
構成ファイル: newhire_export_cfg.xml
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結果ファイル: newhire_export_result_20080715T090517.csv

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

 

レベル0
これはTaleo統合のルート・フォルダです。ここには、次のものがあります。

• ゾーン
使用可能な各ゾーン(本番、ステージング、開発など)のフォルダ。

レベル1
これはゾーン・フォルダ・レベルです。ここには、次のものがあります。

• touchpoint_action
各インポートおよびエクスポート統合ポイントのフォルダ。

レベル2
これは統合ポイント・フォルダ・レベルです。ここには、次のものがあります。

• インポート統合ポイントの場合:
インポートするデータ・ファイルのインバウンド・フォルダ。
結果ファイルのアウトバウンド・フォルダ。

• エクスポート統合ポイントの場合:
結果ファイルのアウトバウンド・フォルダ。

レベル3
これはインポート統合インバウンド・フォルダ・レベルです。ここには、次のものがあります。

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

WindowsでのTCCのインストール
前提条件

• 次のいずれかのオペレーティング・システムが事前にインストールされていること。
Windows XP
Windows Server 2008 32/64
Windows 7 32/64

• ハードウェア:
設計および開発用ワークステーションは~1GHz、256 MB RAM。
大規模本番用ワークステーションは~1 GHz、512MB RAM。

• ソフトウェア:
製品統合パック(PIP)設定プログラム
Taleo接続クライアント設定プログラム

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

TCCインストール・パッケージには、32ビット・バージョンのJava Runtime Environmentがバンドルされて提供さ
れます。

• FP12C - 1.5.0_17
• FP13A - 1.6.0_43
• FP13B - 1.6.0_43
• FP13C - 1.6.0_43
• FP14A - 1.6.0_43

TaleoConnectClient.exeでは、JAVA_HOMEに指定された値に関係なく、インストール中に作成され
るjreフォルダの情報が常に使用されます。jreフォルダが削除されるか、名前が変更されると、検索できなくな
り、JAVA_HOMEに設定された値が使用されます。JAVA_HOMEが32ビット・バージョンに設定されいる場合は、
すべてが機能します。JAVA_HOMEが64ビット・バージョンに設定されている場合、「AMD 64ビット・プラットフォー
ムにIA 32ビット.dllをロードできません」のエラーが表示されます。
表示するUIはないため、TaleoConnectClient.batは32または64ビット・バージョンで機能します。jreフォルダの
有無、またはJAVA_HOMEに設定された値による影響はありません。
ステップ

1. PIPおよびTCCフォルダをインストールする[INSTALL FOLDER]を作成します。
2. 製品統合パック設定プログラムをダブルクリックします。

Taleo接続クライアント製品統合パック設定ウィザードへようこそウィンドウがオープンします。
3. インストールの指示に従います。

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

4. Taleo接続クライアント設定プログラムをダブルクリックします。

Taleo接続クライアント設定ウィザードへようこそウィンドウがオープンします。
5. インストールの指示に従います。
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Taleo接続クライアント設定ウィザードの完了ウィンドウで「終了」をクリックする前に、Taleo接続クライアントの起
動およびREADMEファイルの表示チェック・ボックスを選択解除します。
Taleo接続クライアントが[INSTALL FOLDER]にインストールされます。

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

前提条件

• TCCがWindowsにインストールされていること。
• 製品およびステージング・ゾーンが起動して実行中であること。
• 本番およびステージング・ゾーンのインテグレータ・ユーザーの名前とパスワード。

テストが正常に完了すると、TCCのグラフィック・ユーザー・インタフェースがオープンします。テストに失敗する
と、Pingエラーが表示されます。トラブルシューティングするには、付録BのTCCエラー・リストを参照してください。
ステップ

1. Taleo接続クライアントを起動します。

有効なPIPファイルが少なくとも1つ含まれるフォルダをインストール中に選択すると、Taleo製品のpingウィンドウ
がオープンします。

それ以外の場合は、製品統合パック・ファイルが構成されていませんウィンドウがオープンします。

a) ProductIntegrationPackフォルダに移動して選択します。
Taleo製品のpingウィンドウがオープンします。

2. 接続先の製品をプルダウン・メニューから選択します。

pingの送信先の製品が選択されます。
3. 接続情報を確認します。

a) プルダウン・メニューからプロトコルを選択します。
b) ホスト名を入力します。
c) ポート番号を入力します。

acme.taleo.netやstgacme.taleo.netなどの本番またはステージング・ゾーンのホスト名。Taleoゾーンで
は、HTTPSプロトコルをポート443で使用します。

4. 認証情報を構成します。
a) 認証を選択します。
b) ユーザー名を入力します。
c) パスワードを入力します。

5. Pingをクリックします。

Taleo製品のpingウィンドウがクローズします。新規エンドポイントの作成を示す情報ウィンドウがオープンします。
6. 「OK」をクリックします。

結果
TCCのグラフィック・ユーザー・インタフェースがオープンするか、Pingエラー・メッセージが表示されます。
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WindowsでのTCCのアップグレード
TCCの最新版にアップグレードすると、最新の修正、拡張機能および新機能を利用できるようになります。次に説明す
るアップグレード・プロセスに従って、既存の統合スクリプトへの影響を最小限に抑え、スムーズに移行することをお薦めし
ます。

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

1. 最新のTCCバージョンをダウンロードしてインストールします。
2. 最新の製品統合パックをダウンロードしてインストールします。

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

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

4. カスタム・フィールドを設定するために、カスタム・ディクショナリを同期します。
5. LRD前処理ステップを使用するエクスポート構成で、最終実行日を実際の値に設定します。
6. 新しいTCCバージョンで既存の統合スクリプトをテストします。

Net変更　を使用する場合、TCCユーザーは、"Net変更　の設定"を実行して、新しいTCCバージョン用
のNet変更　データベースを作成する必要があります。

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

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

前提条件

• オペレーティング・システム:
Unix
Linux

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

• ソフトウェア:
JRE 1.6.0またはJRE 6.0
TaleoConnectClient-X.Y.Z.tar.gzファイル

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

ステップ

1. TaleoConnectClient-[version].tar.gzファイルをUNIXまたはLinux環境にコピーします。
2. gunzip TaleoConnectClient-[version].tar.gzを使用してファイルを解凍します。

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

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

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

前提条件

• TCCがUnix/Linuxにインストールされていること。
• 製品およびステージング・ゾーンが起動して実行中であること。
• Unix/Linuxシステムがゾーンにアクセスできること。
• 有効なインポート仕様とデータ・ファイル、および関連する構成ファイル。
• 有効なエクスポート仕様および関連する構成ファイル。

ステップ

1. インポート構成の実行を起動します。
2. エクスポート構成の実行を起動します。
3. モニタリング・ファイルを確認します。
4. 結果ファイルを確認します。
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Unix/LinuxでのTCCのアップグレード
TCCの最新版にアップグレードすると、最新の修正、拡張機能および新機能を利用できるようになります。次に説明す
るアップグレード・プロセスに従って、既存の統合スクリプトへの影響を最小限に抑え、スムーズに移行することをお薦めし
ます。

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

1. 最新のTCCバージョンをダウンロードしてインストールします。
2. 最新の機能パックをダウンロードしてインストールします。

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

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

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

5. 新しいTCCバージョンで既存の統合スクリプトをテストします。

Net変更を使用する場合、TCCユーザーは、"Net変更の設定"を実行して、新しいTCCバージョン用のNet変
更データベースを作成する必要があります。

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

Pingダイアログ
Pingダイアログ・ウィンドウ(Taleo製品にPingする)は、Taleo接続クライアントが開始されたときにオープンしま
す。Pingダイアログでは、エンドポイント、ユーザー名とパスワード、およびTCCとTaleo製品間の通信が検証されます。
Pingダイアログでは、デフォルト構成ボードのエンドポイント設定が使用されます。元のデフォルト・ボード・ファイルは、統
合カスタマ・サポート担当者から提供されます。このファイルが提供されていない場合は、エンドポイント・セクションおよび
認証セクションでゾーン情報を手動で入力できます。

接続情報
• 「製品」: pingする製品をプルダウン・メニューから選択します。
• 会社コード: 会社コードはTaleo Business Editionのユーザーが使用します。
• エンドポイント: 使用するエンドポイントをプルダウン・メニューから選択します。
エンドポイント
エンドポイント・セクションには、選択したエンドポイントの設定が表示されます。エンドポイントが構成されていない場合
は、情報を手動で入力できます。

• 「プロトコル」: 使用するプロトコルをプルダウン・メニューから選択します。
• 「ホスト」: 本番ゾーン名またはステージング・ゾーン名(たとえば、acme.taleo.netまたはstgacme.taleo.net)。
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• 「ポート」: Taleo製品にアクセスするためのポート番号。デフォルトではポート443が使用されます。
認証
テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。Taleo環境に接続するための最低限の要件は、
ユーザー/パスワードのHTTP基本認証です。ユーザー名トークン認証を指定すると、すべてのファイルのパスワードを暗
号化することによってセキュリティが向上します。

• 「ユーザー」: 統合用のユーザー名は、インテグレータ・ロールを付与して作成する必要があります。
• 「パスワード」: 統合ユーザーのパスワード。
エンドポイントのインポート
エンドポイントのインポート・リンクをクリックすると、カスタマ・サポートによって提供された元のデフォルト構成ファイル、また
はレガシー環境のプロパティ・ファイルを見つけてエンドポイント設定を取得できるブラウザ・ウィンドウがオープンします。
Ping
「Ping」ボタンを押すと、処理が開始されます。成功するとTCCが開始され、失敗するとエラー・メッセージが表示されま
す。追加の詳細は、付録Bのエラー・メッセージを参照してください。

Eclipse RCPフレームワーク
Taleo接続クライアント統合開発環境は、Eclipseベースのリッチ・クライアント・プラットフォーム・プロジェクト(http://
www.eclipse.org)に基づいています。Taleo接続クライアントの機能を学習する前に、このフレームワークの基礎とな
る概念を理解することが重要です。
基礎となる概念
パースペクティブは、ユーザーの作業を明確で整然とした形式で編成するエレメント(ビュー、ツール・バーおよびメニュー
項目を含む)を論理的にグループ化したものです。
エディタは、統合プロセスの特定の部分をユーザーが作成および更新できるユーザー・インタフェースです。複数のエディ
タ・タイプおよびインスタンスを単一のパースペクティブでオープンできます。
ビューは、アクティブなエディタに関する情報を提供する読取り専用の補助的なエレメントです。そのため、ビューはアク
ティブなエディタ内での選択に対応して、別のエディタ・インスタンスに変更されます。
プリファレンスは、アプリケーション内でのユーザー・エクスペリエンスに影響する設定です。すべてのプリファレンスに
は、Taleoで設定されたデフォルト値(ユーザーが変更可能)があり、作業セッション間で維持されます。

TCCメニュー・バー
TCCメニュー・バーを使用すると、ファイル・ユーティリティ、レポート・ビューア、ウィンドウ・ユーティリティおよびヘルプ・システ
ムにアクセスできます。
「ファイル」
• 「新規」

新規構成ウィザード: 空の構成設定がエディタでオープンします。
新規インポート・ウィザード: 空のインポート設定がエディタでオープンします。
新規エクスポート・ウィザード: 空のエクスポート設定がエディタでオープンします。
新規プロファイル・ウィザード: 空のコンソール・プロファイルがエディタでオープンします。

• 「オープン」
「構成」: 既存の構成設定を選択してエディタでオープンするためのブラウザがオープンします。
「インポート」: 既存のインポート設定を選択してエディタでオープンするためのブラウザがオープンします。
「エクスポート」: 既存のエクスポート設定を選択してエディタでオープンするためのブラウザがオープンします。

http://www.eclipse.org
http://www.eclipse.org
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コンソール・プロファイル: 既存のコンソール・プロファイルを選択してエディタでオープンするためのブラウザがオープンしま
す。
構成ボード: デフォルト構成ボードがエディタでオープンします。

• 「クローズ」
エディタ内のアクティブなファイルがクローズされます。

• すべてクローズ
すべてのエディタ内のすべてのファイルがクローズされます。

• 「保存」
アクティブなファイルが同じフォルダに同じ名前で保存されます。

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

• 「終了」
Taleo接続クライアントをクローズします。

「レポート」
• モニタリングのスケジュール

モニタリングのスケジュール・レポートがオープンします。このレポートには、スケジュール済プロセス、次に予想される実
行日、および最後の実行ステータスと日付が表示されます。

ウィンドウ
• パースペクティブのオープン

コンソール
「設計」
ランタイム

• ビューの表示

• 「基本」
• 「クライアント」
• 「文書」
• 「一般」
• 「ヘルプ」
• 「メッセージ」

• 「プリファレンス」

• 「クライアント」
製品統合パックのルート・フォルダ* : 製品統合パックがインストールされているルート・フォルダのパス。この値
は、TaleoConnectClient.iniファイルに保存されます。
*TaleoConnectClient.iniプロパティは、システム・プロパティによって上書きされます。

• 「クライアント」>「設計」
サンプルCSVビューア: サンプルCSVファイルの作成時にオープンされるCSVファイル・エディタ。デフォルトで
は、Microsoft Excelがエディタとなります。
エンティティ・ツリーの最大深度: 拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値を変更し
ないでください。

• 「クライアント」>ランタイム
自動リフレッシュ・レート(秒)のモニタリング: 拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、
値を変更しないでください。
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モニタリング履歴に維持するファイル数: 拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値を
変更しないでください。

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

• 「一般」
拡張設定。Taleoカスタマ・サポートから指示された場合を除いて、値を変更しないでください。

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

• 「デフォルトを復元」
すべての設定をデフォルト値に復元します。

• 「適用」
新しい設定をTaleo接続クライアントに適用します。

「ヘルプ」
• 「ヘルプ・コンテンツ」

オンライン・ヘルプ・ウィンドウがオープンします。
• Taleo接続クライアントについて

• 機能の詳細: TCC機能のリストがオープンします。
• プラグインの詳細: インストールされているプラグインのリストがオープンします。
• 構成の詳細: TCC構成の詳細が表示されます。
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「設計」パースペクティブ
「設計」パースペクティブでは、統合プロセスのワークフローを作成したり、Taleo環境からの情報の抽出またはアップロー
ドの方法を決定します。それらのアクティビティのそれぞれに、特定のエディタが提供されています。
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「概要」ビュー
「概要」ビューには、現在のエディタのコンテンツの構造化ビューが表示されます。
 

 



摘要 · 20

「エンティティ」ビュー
「エンティティ」ビューには、エクスポート・エディタ内で選択されたエンティティの構造、またはインポート・エディタ内で選択さ
れたサービス操作パラメータが表示されます。

各サービス操作には、データ列の特性を定義するために使用できる一連の固有のパラメータが提供されています。追加
の詳細は、データ辞書を参照してください。
ルート・エンティティには、一連のフィールドおよび関係があります。ビューの下部にある情報セクションには、選択したエレメ
ントの詳細が表示されます。

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

モデル
「モデル」セクションには、インストールされている製品統合パックの選択肢が表示されます。各製品には通常1つのモデ
ルがありますが、後方互換性のために以前のモデルが含まれている場合があります。
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表示されている製品モデルの辞書の状態が示されます。カスタム・フィールドの同期ボタン を使用すると、Taleo製品
で見つかったユーザー定義のフィールドでデータ辞書を更新できます。

「辞書」タブ
 

 
「辞書」タブには、ビジネス・モデルで使用できるエンティティが示されます。これらのエンティティは、「入力した内容で更
新」フィルタ・ボックス、あるいは「エクスポートに使用可能」または「インポートに使用可能」フィルタ・ボタンで検索できま
す。
各エンティティには、一連のフィールドおよび関係があります。関係をダブルクリックすると、関連するエンティティに移動し、
戻るボタン を押すと、元のエンティティに戻ることができます。
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「サービス」タブ
 

 
「サービス」タブには、この製品で使用可能なサービスがリストされます。サービスは、「入力した内容で更新」フィルタ・ボッ
クスを使用して検索できます。使用可能な操作は各サービスによって異なります。



23 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

「テンプレート」タブ
 

 
インポート・テンプレートは、対象となるエンティティのインポート設定を作成するために使用します。テンプレートで提供さ
れている列は、Taleo製品との統合プロセスで一般的な列です。
エクスポート・テンプレートは、対象となるエンティティのエクスポート設定を作成するために使用します。テンプレートで提
供されている予測(フィールド)は、Taleo製品との統合プロセスで一般的な予測です。
エクスポート・フィルタは、エクスポート仕様の特定のフィルタ・エレメントとして使用します。製品統合パックのエクスポート・
フィルタリング・エレメントは、エクスポートの準備ステップの実行時にのみ解決されます。つまり、ソース・エクスポート・ファイ
ルには、フィルタリングの定義は含まれておらず、フィルタリング名への参照のみが含まれています。
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「ログ」ビュー
「ログ」ビューには、様々なエディタおよびビューで生成されたすべてのエラー・メッセージが表示されます。
 

 

• 最初の列には、メッセージの重要度がアイコンで示されます。
• 「日付」列には、エラーの日付が表示されます。
• 「ソース」列には、エラーのソースが表示されます。
• 「メッセージ」列には、エラー・メッセージが表示されます。

「診断」ビュー
「診断」ビューには、現在のエディタに関連付けられている警告またはエラーが表示されます。

• 最初の列には、診断メッセージが生成されたエディタのタイプがアイコンで示されます。
• 2番目の列には、メッセージの重要度がアイコンで示されます。
• 「ファイル」列には、メッセージが生成されたエディタのファイル名が表示されます。
• 「メッセージ」列には、診断メッセージの実際の摘要が表示されます。
• 「詳細」列には、追加の詳細が表示されます。

「ジョブ」ビュー
ジョブ・ビューは、バックグラウンドで実行されているジョブを一覧表示します。

「文書」ビュー
「文書」ビューには、「エンティティ」ビューまたは製品統合パックビューで選択したエレメントのデータ辞書のフィールドおよび
関連に関する摘要が表示されます。
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デフォルト構成ボード

ボード・エディタ
ボード・エディタを使用すると、エンドポイントおよびシンボル・エレメントを作成し、後で使用するため
にdefault.configuration_brd.xmlファイルに保存できます。
デフォルト構成ボードを使用すると、エンドポイントおよびシンボル情報を1つのファイルで集中管理することによって、ある
環境から別の環境(ステージングから本番、WindowsからUnix/Linux)への移行が容易になります。
デフォルト構成ボード・ファイルの場所は、[TCC_HOME]\system\default.configuration_brd.xmlで
す。集中管理された記号およびエンドポイントを使用するには、このパスおよびファイルを本番環
境(Windows、Unix、Linux)にコピーする必要があります。
 

 



摘要 · 26

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

エンドポイントのエレメント
• 「一般」

参照名は、エンドポイント情報が要求された場合に、順序付けされたリストおよびプルダウン・メニューに表示されま
す。
「デフォルト」チェック・ボックスを選択すると、選択したエンドポイントがデフォルトで使用されるように割り当てられます。

• エンドポイント
エンドポイント・セクションには、Taleo環境への実際の接続情報を設定します。
プロトコル: TaleoゾーンではHTTPSが使用されます
「ホスト」: 本番ゾーン名またはステージング・ゾーン名(たとえば、acme.taleo.netまたはstgacme.taleo.net)。
ポート: Taleoゾーンではポート443が使用されます
通信パスは、フル・パスを直接指定するか、サービス・ディスパッチャ・パスとサービス名の組合せを指定することによっ
て、デフォルトで設定できます。完全なWebサービス・パスを指定することもできます。

• 認証
認証セクションには、要求の認証コンテキストが表示されます。
テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。
Taleo環境に接続するための最低限の要件は、ユーザー/パスワードのHTTP基本認証です。
ユーザー名トークン認証を指定すると、すべてのファイルのパスワードを暗号化することによってセキュリティが向上しま
す。

シンボル・エレメント
 

 
シンボルは構成ファイル内の任意の場所で使用することができ、その値は統合ジョブが実行されたときに解決されます。
名前と値のペアを次に示します。
たとえば、Name=OUTPUT_FOLDERおよびValue=c:\tcc\outputです。記号は、構成ファイル内で使用された
ときに、デフォルト構成ボードに設定された値に解決されます。
注意: Windowsでは、バックスラッシュ(\)およびフォワード・スラッシュ(/)がパス・デリミタとしてサポートされます。本番
ゾーンおよびステージング・ゾーンがUNIXまたはLinuxオペレーティング・システムで実行されている場合は、それらのシス
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テムでサポートされるパス・デリミタはフォワード・スラッシュのみであるため、構成ファイル内でフォワード・スラッシュを使用す
ることをお薦めします。これにより、構成ファイル内のファイル・パスを変更する必要がなくなり、ステージング環境から本番
環境への統合構成の移動が簡略化されます。

• NOW ("DateTimePattern")
シンボルは現在の日時に置き換えられます。日時は1回の構成の実行で一度だけ解決されます。このため、前処理
ステップでNOW( )シンボルが参照された場合は、そのときに解決された値となります。
デフォルトの日付形式は、NOW("yyyyMMdd'T'HHmmss") = 20080702T10:12:00です。
時間形式は、サポートされている日時のパターン(NOW("EEE, MMM d, yyyy") = Wed, Jul 2, 2008)を使
用して指定できます。
サポートされる日時のパターンについては、http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/text/
SimpleDateFormat.htmlを参照してください。

• NUMBER_FORMAT ([symbolName])("pattern")
このシンボルはフォーマットされた数値に置き換えられます。このトークンには、フォーマットするための数値、および
フォーマットに数値を適用するためのパターンの2つのパラメータがあります。
パターン・パラメータは、次の文字を使用して構成できます。

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

たとえば、[NUMBER_FORMAT([itk_attribute_count])("0000000000000")]また
は[NUMBER_FORMAT([itk_attribute_count])("#,##0.00")]です

• CFGFOLDER
このシンボルは構成ファイルのフォルダの場所に置き換えられます。
構成ファイルの場所はc:\tcc\myjob\candidateexport_cfg.xmlです。
トークンは実行時にc:\tcc\myjobに置き換えられます。

• UUID
このシンボルはUniversally Unique Identifierに置き換えられます。これは、ワークフロー識別子に使用できる
トークンと同じです。

• HOST
このシンボルは、ワークステーションのホスト名に置き換えられます。これは、ワークフロー識別子に使用できるトークン
と同じです。

• RANDOM
このシンボルはランダムな整数に置き換えられます。これはUUIDと同じ目的を持つ記号ですが、より小さい
値(32ビット)が使用されます。グローバルに一意である保証はありません。

• SYSTEMPROPERTY("system.property.name")
このシンボルは指定されたプロパティ名に置き換えられます。
たとえば、[SYSTEMPROPERTY("java.io.tmpdir")]/tccの場合、システムのデフォルト一時ディレクトリ
のtccフォルダの一時ファイルが置き換えられます。

• シンボル値の上書き
コマンドラインからTCCを実行する場合は、次のパターンでシステム・プロパティを指定することによって、シンボルを上
書きできます: com.taleo.client.symbol.TOKEN_NAME
たとえば、デフォルト構成ボードに定義されている[OUTPUT_FOLDER]シンボルを上書きするには、TCCを起動す
るときに次のシステム・プロパティを指定します:
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-Dcom.taleo.client.symbol.OUTPUT_FOLDER=c:\folder\override
• 開始カッコ記号デリミタ

TCCでは、開始カッコ([)を記号デリミタとして使用します。開始カッコを複数回使用するには、二重にする必要があ
ります。
通常は、regex_count関数を次のように記述します。
<quer:customFunction name="REGEXP_COUNT">
 <quer:customFunction name="REGEXP_REPLACE"> <quer:field
 path="ProfileInformation,Candidate,HomePhone"/> <quer:string>[^0-9]+</
quer:string> <quer:string/> </quer:customFunction> <quer:string>[[:digit:]]</
quer:string> <quer:string>1</quer:string> <quer:string>i</quer:string> </
quer:customFunction>

TCCで適切に機能するには、次のように記述する必要があります。
<quer:customFunction name="REGEXP_COUNT">
 <quer:customFunction name="REGEXP_REPLACE"> <quer:field
 path="ProfileInformation,Candidate,HomePhone"/> <quer:string>[^0-9]+</
quer:string> <quer:string/> </quer:customFunction> <quer:string>[[[[:digit:]]</
quer:string> <quer:string>1</quer:string> <quer:string>i</quer:string> </
quer:customFunction>

エンドポイントの作成
前提条件
Taleo接続クライアントを実行します。
ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>構成ボード

ボード・エディタがオープンします。
2. 「追加」をクリックします。

ポップアップ・ダイアログがオープンします。
3. 新規エンドポイント・エレメントの追加を選択します。
4. 「OK」をクリックします。

新しいエンドポイント・ボード・エレメントがリストに表示されます。
5. エンドポイント情報を入力します。

a) 参照名を入力します。
b) このエンドポイントがデフォルトのエンドポイントとして設定されるように選択します。
c) プルダウン・メニューからプロトコルを選択します。
d) ホスト名またはIPアドレスを入力します。
e) ポート番号を入力します。Taleo製品ではポート443が使用されます。
f) サービス・ディスパッチャ・パスを選択し、必要に応じて情報を入力します。
g) 認証方法を選択します。
h) ユーザー名を入力します。
i) パスワードを入力します。

6. 「保存」をクリックします。
7. ボード・エディタをクローズします。
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記号の作成
前提条件
Taleo接続クライアントを実行します。
ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>構成ボード

ボード・エディタがオープンします。
2. 「追加」をクリックします。

ポップアップ・ダイアログがオープンします。
3. 新規シンボル・エレメントの追加を選択します。
4. 「OK」をクリックします。

新しいシンボル・ボード・エレメントがリストに表示されます。
5. シンボル名を入力します。
6. シンボル値を入力します。
7. 「保存」をクリックします。
8. ボード・エディタをクローズします。
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インポート

インポート・エディタ
インポート・エディタでは、カンマ区切り値(CSV)ファイルをTaleo製品にアップロードするための設定を作成します。
各サービス操作では、単純な値または辞書エンティティであるパラメータのリストがサポートされます。各列は、特定のパラ
メータに関連付けられています。エンティティ・タイプ・パラメータの場合、各列はエンティティ自体のフィールドまたは関係に
関連付けられています。

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

操作情報
操作情報には、使用されているTaleo製品オファリングのインポート・サービス操作が表示されます。この情報は、イン
ポート仕様ファイルの作成時に設定され、変更できません。
表示される内容:

• 「製品」
• 「モデル」
• 「サービス」
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• 「操作」
「ロケール」
デフォルトのロケール戦略が選択されている場合は、「ロケール」によって、列の多言語値をアップロードするときに使用さ
れる言語が決まります。
多言語フィールド(「摘要」など)のデフォルト言語をプルダウン・リストから選択します。
その他の情報
CSVの形式によって、要求メッセージの特性が決まります。
ヘッダーありを選択した場合は、ソース・ファイルの最初のレコードに列のヘッダーが含まれていることを示します。これは、
ヘッダー行の値が実際のアップロード・レコードとして使用されないようにするために必要となります。
値デリミタには、特定のレコード内の値を区切るために使用される文字を指定します。CSVファイルの値は、カンマ(,)、
パイプ(|)またはその他の文字で区切ることができます。Taleoでは、CSVファイルの値デリミタにカンマを使用することをお
薦めします。
引用符文字には、特殊文字(値デリミタなど)が含まれている可能性がある特定の値を引用する(つまり、囲む)ために
使用される文字を指定します。Taleoでは、二重引用符(")を引用符文字として使用することをお薦めします。
埋込み二重引用符文字があるフィールドは、二重引用符文字で区切る必要があります。埋込み二重引用符文字
は、二重引用符2つで表す必要があります。たとえば、「width 50"」の場合:

• 「true,"width 50"" etc",abc」は有効です
• 「true,"width 50" etc",abc」は無効です
「拡張」: その他のインポート・オプション
最初にインポートされるエンティティの前および最後にインポートされるエンティティの後に、統合プロセッサはTaleo環
境で特定のコードを実行します。必須の統合プロセッサは、目的のインポート・サービスを選択すると自動的に追
加されます。OLFエンティティのインポートの場合は、「olf」統合プロセッサが追加されます。部門の削除の場合は、
「maintenance」統合プロセッサが追加されます。
追加のインポート・オプションは、統合文書を処理するときに特定の動作を切り替えるために使用されます。名前と値の
ペアを次に示します。

• switch.system.maintenance
このオプションを使用すると、組織、場所、ジョブ・フィールド(OLF)または削除する部門をインポートするときに、ゾー
ンをメンテナンス・モードに自動的に切り替えることができます。

• 指定できる値:

• 「常に」: 統合プロセッサによって、ゾーンがメンテナンス・モードに切り替えられます。
• 「なし」: OLFエンティティまたは削除する部門エンティティをインポートすると、結果ファイルに「変更を行うには、シ

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

更新不可のフィールドの更新を試みる場合の特殊な動作。新しいエンティティを作成するためにいくつかの値が必要
だが更新できない場合に、マージ・サービスを呼び出すときに非常に便利です。

• 指定できる値:

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

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

されます。
• info.import.limit

このオプションを使用すると、日次インポート制限およびカウントに関する情報を取得できます。
• 指定できる値:
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• true: 応答SOAP文書に、info.import.daily.limit属性およびinfo.import.daily.count属性が含められ
ます。

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

要求の進捗をモニター上で更新するために使用される間隔(処理されたレコード数)を定義します。たとえ
ば、2000レコードが含まれている要求で値100を設定すると、TCCに送信される進捗更新の回数が20回に制限
されます。

• 指定できる値:
正数。デフォルト値は1です。

「列」タブ
列は、ソース・ファイルのレコードの特定の値の変換ルールを定義します。
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「列」
インポート設定のすべての列の順序付けされたリストは、「エンティティ」ビューの「構造」セクションからフィールドをドラッグ・
アンド・ドロップすることによって作成します。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序でフィールドを
ソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択した列が削除されます。「追加」ボタンを押すと、新しい列が作成されま
す。

• 「データ」列
「エンティティ」ビューの「構造」セクションからのフィールド。各種のサービス操作で、データ列として使用できる特定のパ
ラメータが提供されます。

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

• 「識別子」列
「識別子」列を追加すると、結果ファイルのエラー・メッセージのトラブルシューティングが容易になります。これ
はTaleo製品では処理されません。
レコードのキー・フィールドと同じ値を使用します。成功、エラーまたは失敗の記述とともに結果ファイルに返されます。

• 「無視」列
「無視」列は処理されません。Taleo製品に対応する項目がない列が顧客のシステムで生成される場合に使用しま
す。

インポート・フィールドにはいくつかのタイプがあります。

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

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

以降の項では、多くの列オプションを設定できます。一部のオプションはフィールド固有です。これらのオプションを設定す
るには、列をクリックしてオプションを選択します。
列情報
「ヘッダー」は、情報目的のみで、列を識別するために使用されるラベルです。実際の統合プロセスでは、値は無視され
ます。
「フィールド」エントリは、ルート・エンティティの実際のフィールドを示します。値は「エンティティ」ビューの「構造」セクションか
らドラッグできます。
動作
動作セクションでは、値がインポートに提供する情報の種類を指定します。
値を検索または参照に使用する: Taleo製品内で既存のエンティティを検索するために列を使用できます。検索に
は2種類あります。

• キー列の検索: 検索値はルート・エンティティを対象としています。鍵のアイコンで列がマークされています。このた
め、Taleo製品内のエンティティを実際に検索するためにキーが使用されます。レコードには複数のキーを設定して検
索を絞り込むことができます。ただし、更新は一度に1つのエンティティにのみ実行できます。このため、検索キーによっ
て、エンティティが返されないか、1つのエンティティのみが返されます。その他の結果はエラーとなります。

• 参照列の検索: 検索値はルート・エンティティを対象としていません。参照アイコンで列がマークされていま
す。Taleo製品内のあるエンティティと別のエンティティの関係を作成するために使用されます。参照の一般的な例は
場所です。たとえば、カナダの求人を作成する場合は、新しいカナダのエンティティを作成するのではなく、カナダの場
所にエンティティをリンクする必要があります。特に、ルート・エンティティのフィールドは参照できません。このタイプの検
索には、関係が必要となります。

• 「ターゲット」: スタンドアロン・フィールドではない、別のエンティティへの関係であるフィールドをインポートする場合は、
メイン・エンティティを更新するのではなく、ターゲットを参照する値を使用して、それがメイン・エンティティにバインドさ
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れます。たとえば、ユーザーのインポートの検索キーとして「ログイン名」を使用する場合は、「参照」ボタンをクリックし
て「ユーザー」を選択します。

• この値をエンティティにも設定する: 選択すると、インポートによってフィールドの更新が試みられることを意味しま
す。参照では動作しませんが、検索では動作します。たとえば、候補者をインポートする場合にEメール・アドレスを
検索キーとして使用すると、新しい候補者が作成される場合にEメール・アドレスも設定されます。

コレクションの新規エレメントを開始する: 関係には複数のエンティティが対応している場合があるため、一部の関係
はコレクションです。基本質問表インポート・テンプレートの複数回答の質問では、複数の回答を使用する必要がありま
す。これをサポートするには、PossibleAnswersコレクションの新しいPossibleAnswerエレメントを開始するように各
「回答」列(Question、PossibleAnswers、Descriptionフィールド)をマークします。

• 「ターゲット」: たとえば、各応募に少なくとも1つの職務経歴を持つ同じ候補者の2つのジョブ固有の応募をイン
ポートする場合、1番目と2番目の求人のコレクションの「ターゲット」をPreselectionApplicationに変更して、値
を検索または参照に使用するオプションの「ターゲット」をそのままにします。

新規パラメータ・コレクション項目を開始する: このオプションの動作は、コレクションの新規エレメントを開始すると同じ
ですが、エンティティではなくパラメータが開始されます。たとえば、候補者移動(CSW)の複数の理由をにインポートする
場合は、パラメータ・リスト・ボックスで理由を見つけて、理由ごとにこのオプションを選択する必要があります。このオプショ
ンはあまり使用されません。
値が空の場合は列をスキップする: ファイルに提供された値が空の場合は、列が無視されます。これは主に、エンティ
ティ・フィールドがオプションで、空の文字列が有効な値としてサポートされない場合です。基本質問表インポート・テンプ
レートでは、すべての質問に対して同じ数の回答があるわけではありません。ただし、質問への空の回答はインポートでき
ません。これらの制限の両方をサポートするには、列に関連するすべての回答をオプションとしてマークします。CSVファイ
ルには各行の値の合計数が必ず含まれている必要がありますが、空の値がある場合、回答は作成されません。
値は添付されるファイルの場所: エンティティに添付されるファイルの場所を列の値に指定します。そのような場合に、
ファイルをT-XML文書に埋め込むときは、ファイルのコンテンツがG-ZIPアルゴリズムを使用して圧縮され、データの整
合性を保障するためにベース64スキームでエンコードされます。たとえば、候補者に添付するファイルのローカル・シス
テムでの場所が含まれるようにCurriculumVitaeLocation列(AttachedFiles、Contentフィールド)を構成しま
す。ファイルを準備、圧縮または暗号化する必要はなく、Taleoでサポートされるすべてのフォーマットが受け入れられま
す(HTML、テキスト、Microsoft Wordなど)。
コレクションをリセットする: TCCでのこのパラメータのデフォルトであり指定可能な唯一の値はTRUEです。デフォルトの
動作を変更するには、CSVファイルの対応する列に値FALSEを入力します。CSVファイルに設定された値によって、その
パラメータのデフォルトのTCC値が上書きされます。
コレクションをリセットするがTRUEの場合、そのコレクションのエレメントは削除されて存在しないため、それらのエレメント
には値を検索または参照に使用するパラメータを選択しないでください。
リセット可能な関係のリストについては、製品データ辞書を参照してください。
多言語フィールド
多言語フィールドはいくつかの構成でインポートできます。

• デフォルト・ロケール: 「一般」タブに設定されているデフォルト・ロケールがその列に使用されます。
• 特定のロケール: 「ロケール」プルダウン・メニューで設定したロケールがその列に使用されます。
• レコードのロケール: 「ロケール」列を使用して、フィールドのロケール値が識別されます。列にこのオプションを選択し

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

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

• default.value
顧客のCSVファイルに値が設定されていない列に、デフォルト値を指定できます。値が空の場合は列をスキップする
が選択されている場合、処理は実行されません。

• updatable
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フィールド値によっては、ターゲット・アプリケーションに1度のみ、通常は作成操作のときに送信すればよいものがあり
ます。列を更新不可として定義すると、その列に含まれるフィールド値は、更新操作でターゲット・アプリケーションに
送信されません。この拡張オプションはNet変更に固有のものです。

• 指定できる値:

• true: フィールドが更新されます(デフォルト)
• false: フィールドは更新されません

処理手順タブ
処理手順を使用すると、フィールドおよび関係に対するインポート処理をカスタマイズおよび拡張できます。
処理手順は、TCCのインポートで使用できるすべてのフィールドまたは関係に設定できる名前と値のペアです。属性名
は、TCCのコンポーネントが理解できる定義済の文字列であり、特別な処理が必要であることを示します。手順は、特
定の手順に従ってインポートの前または後に、TCCによってローカルに処理されます。
 

 

処理手順リスト
処理手順を必要とするすべてのフィールドおよび関係の順序付けされたリストは、「エンティティ」ビューの「構造」セクション
からドラッグ・アンド・ドロップすることによって作成します。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序で
フィールドおよび関係をソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択したフィールドおよび関係が削除されます。「追加」
ボタンを押すと、空の処理手順サブジェクトが作成されます。

処理手順
• 「パス」

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

• 「インストラクション」
「追加」ボタンを押すと、手順の名前と値のペアを入力できます。TCCが理解できるのは定義済の手順のみです。
無効な手順または不明な手順を設定すると無視されるため、何も行われません。
「削除」ボタンを押すと、選択した手順が削除されます。

新しいインポート・ファイルの作成
前提条件
Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザード>「次」
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2. 使用可能な製品モデルのいずれかからサービスを選択します。
a) プルダウン・メニューから製品を選択します。製品に基づいてモデルが自動的に選択されます。
b) リストからインポート・サービスを選択します。使用可能なサービスには、操作対象のエンティティと同じ名前が

付けられています。フィルタを使用して、選択肢を絞り込むことができます。
3. ファイル・ベースを選択します。

新規インポート設定の作成がデフォルトで選択されます。この場合は、空のインポート設定が作成されます。

a) プルダウン・メニューから「操作」を選択します。

特定の基本サービスには、テンプレートを使用できます。それらのサービスのいずれかを選択した場合は、次のイ
ンポート・テンプレートを使用するが使用可能になります。これを選択すると、設定済のインポート設定が作成さ
れます。

a) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。
b) プルダウン・メニューからテンプレートを選択します。

4. 「終了」をクリックします。
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新しいインポート設定がインポート・エディタに表示されます。

新しいインポート・ファイルの保存
前提条件
新しいインポート設定ファイルをインポート・エディタでオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「保存」
2. ディレクトリを選択します。
3. ファイル名を入力するか、ディレクトリ内の既存のファイル名を選択します。
4. ファイル・タイプを選択します。
5. 「保存」をクリックします。

既存のインポート・ファイルのオープン
前提条件
Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>「インポート」
2. ディレクトリを選択します。
3. ディレクトリ内のファイルを選択します。
4. 「オープン」をクリックします。

インポート仕様の作成
ステップ

1. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。
2. 「列」タブをクリックします。
3. 列を作成します。

a) 必要なフィールドをエンティティ構造ビューから「列」ビューにドラッグ・アンド・ドロップします。
b) 列の動作を設定します。

4. ファイルを保存します。

CSVファイルの作成
前提条件
構成および保存済のインポート設定がインポート・エディタでオープンしていること。
ステップ

1. サンプルCSVファイルの生成 をクリックします。

インポート設定列が設定されたサンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。
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2. 列データを入力します。
3. csvファイルとして保存します。

デフォルトCSVエディタの変更
前提条件
TCCがオープンしていること。
ステップ

1. 「プリファレンス」ウィンドウ「ウィンドウ」>「プリファレンス」>「クライアント」>「設計」をオープンします。
2. 「クライアント」>「設計」を選択します。
3. サンプルCSVビューアで、オープン・ウィンドウ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。
4. 新規CSVエディタ・フォルダに移動します。

a) CSVエディタを選択します。
b) 「オープン」をクリックします。

新規のデフォルトCSVエディタのパスおよび名前が「サンプルCSVビューア」ダイアログ・ボックスに表示されます。
5. 「適用」をクリックして、「OK」をクリックします。
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エクスポート

エクスポート・エディタ
エクスポート・エディタでは、特定のTaleo製品バージョンのビジネス・モデルを使用して、情報をTaleo製品から抽出する
ための設定を作成します。
各エクスポートは、すべてのフィールドおよび関係が定義されるルート・エンティティに基づきます。そのエンティティか
ら、Taleo製品からの抽出用にフィールドおよび関係が選択(予測)されます。

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

エンティティ情報
「エンティティ情報」に、エクスポートされるTaleo製品オファリングのエンティティが示されます。この情報は、エクスポート設
定ファイルの作成時に設定され、変更できません。
表示される内容:

• 「製品」
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• 「モデル」
• 「エンティティ」
「ロケール」
デフォルトのロケール戦略が選択されている場合は、「ロケール」によって、プロジェクションの多言語フィールドを抽出する
ときに使用されるデフォルトの言語が決まります。
多言語フィールド(「摘要」など)のデフォルト言語をプルダウン・リストから選択します。
その他の情報
別名は、問合せを識別し、副問合せの戻り結果を再利用する場合に使用されます。
エクスポート・モードでは、抽出される情報が応答メッセージでどのように返されるかを指定します。

• T-XML: 構造化されたXML形式(ツリー・ビューに類似)を使用してデータを表します。このモードは、たとえば、新
規採用者とその応募書類、関連する求人(ジョブ・オファー)情報、職務経験、学歴などのエレメントをエクスポート
する場合など、複数の関係を含む複雑なデータ・セットに適しています。T-XML形式の2つの主な制限は、ビジネ
ス・モデルのフィールドのみが許可されることと、構造形式により、大規模なエクスポートのパフォーマンスが一般的に
他のモデルよりも高くなることです。

• XML: フラットXML形式(表形式のリストまたはExcelスプレッドシートに類似)を使用してデータを表します。この
モードは、直接の関係がない単純なデータ・セットまたは直接の関係のみがある単純なデータ・セットの大規模エク
スポートに適しています。たとえば、Taleo製品のすべてのユーザーまたは現在オープンしているすべての求人のエクス
ポートなどです。XMLモードの主な制限は、n-ary関係が伴う場合に、関係の組合せごとに1つのレコードがエクス
ポートされることです(職務経験が2つ、学歴のエレメントが3つの候補者の場合は、合計6レコードがエクスポートさ
れます)。

• CSVエンティティ: T-XMLエクスポート・モードに基づいて、複数の値および多言語フィールドが処理されます。
ルート・エンティティに関連するすべてのデータは同じ行に配置されます。列に複数の値が含まれる場合(最大基
数"N"の多言語または関係)、値は単一の列内でシリアル化されます。重複防止、グループ化および結合機能
は、CSVエンティティ・エクスポート・モードではサポートされていません。

• CSVレポート: フラット・ファイル形式(Excelスプレッドシートとして直接インポート可能)を使用してデータを表しま
す。このモードでは、XMLモードと正確に同じ情報をエクスポートするため、同じ強度と弱点があります。

次の情報のみがCSVモードに適用されます。
ヘッダーありが選択されている場合、プロジェクションの別名およびフィールド名は最初のレコードとしてエクスポートされま
す。
値デリミタには、特定のレコード内の値を区切るために使用される文字を指定します。デフォルトでは、エクスポートでは
カンマ(,)文字を使用します。
引用符文字には、特殊文字(値デリミタなど)が含まれている可能性がある特定の値を引用する(つまり、囲む)ために
使用される文字を指定します。デフォルトでは、エクスポートでは二重引用符(")文字を使用します。
レコード・デリミタでは、ファイル内のレコードの区切りに使用する文字を指定します。デフォルトでは、エクスポートでは改
行文字を使用するため、各レコードが個別の行に配置されます。
「拡張」: その他のエクスポート・オプション
特定の大規模抽出のパフォーマンスをチューニングするには、Taleo認定のスペシャリストのみが「拡張」エクスポート・オ
プションを使用するようにしてください。
追加のエクスポート・オプションは、統合文書を処理するときに特定の動作を切り替えるために使用されます。名前と値
のペアを次に示します。

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

• 指定できる値:

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

• false: 制限属性およびカウント属性は、応答SOAP文書に含められません。
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• progress.interval
要求の進捗をモニター上で更新するために使用される間隔(処理されたレコード数)を定義します。たとえ
ば、2000レコードが含まれている要求で値100を設定すると、TCCに送信される進捗更新の回数が20回に制限
されます。

• 指定できる値:
正数。デフォルト値は1です。

プロジェクション・タブ
プロジェクションでは、返されるエンティティのフィールドを定義します。
プロジェクションの使用は、エクスポート設定のモードに応じて大きく異なります。

• T-XMLまたはCSVエンティティ・モードが使用されている場合、可能な唯一のプロジェクションはフィールド・プロジェク
ションです。プロジェクションは、フィルタリング・エレメントを使用してエンティティが決定された後の抽出に選択されるビ
ジネス・モデルのエレメントを識別するためだけに機能するため、プロジェクションの順序は意味がありません。

• XMLやCSVレポートなどのフラット・モードが使用されている場合、プロジェクションには変換が含まれることがありま
す。このモードでは、プロジェクションは生成される文書の列をそれぞれ表すため、プロジェクションの順序が重要になり
ます。
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プロジェクション
エクスポート設定のすべてのプロジェクションの順序付けされたリストは、「エンティティ」ビューの「構造」セクションからフィー
ルドをドラッグ・アンド・ドロップすることによって作成します。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序
でプロジェクションをソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択したプロジェクションが削除されます。「追加」ボタンを押
すと、新しいプロジェクションが作成されます。

• フィールド・プロジェクション
フィールド・プロジェクションは、最も一般的なプロジェクションで、ビジネス・モデルのエレメントを直接表します。フィー
ルド・プロジェクションの別名はオプションです。別名が存在しない場合、パス自体が使用されます。フィールドは、エク
スポート設定に設定されたルート・エンティティから開始するビジネス・モデルをナビゲートするパスによって定義されま
す。
多言語フィールド・プロジェクションの場合、抽出されたロケール値を「ロケール」で選択できます。フィールド・オープン・
ウィンドウ・ボタンでオープンされたフィルタリング・ウィンドウ。 

• フォーマットされた日付プロジェクション
フォーマットされた日付プロジェクションでは、フィールド日付形式を変更できます。フォーマットされた日付プロジェクショ
ンの別名は必須です。日付フィールドは、エクスポート設定に設定されたルート・エンティティから開始するビジネス・モ
デルをナビゲートするパスによって定義されます。日付形式では、日付エレメントの表示を定義します。

• 機能プロジェクション
使用可能な機能: 「追加」、「日数の追加」、「週の追加」、「月の追加」、「年の追加」、「平均」、「日付としてキャ
スト」、「数値としてキャスト」、「タイムスタンプとしてキャスト」、「連結」、「カウント」、「デコード」、「除算」、「最高」、
「最低」、「最大」、「最小」、「乗算」、「累乗」、「置換」、「NULLを置換」、「NULLまたはなしを置換」、「丸め」、
「部分文字列」、「減算」、「日付を減算」、「合計」、「文字に変換」、「終了日に変換」、「開始日に変換」、「小
文字に変換」、「大文字に変換」、「切捨て」、「省略」
機能プロジェクションの別名は必須です。プラスおよびマイナスのボタンは、パラメータを追加または削除します。上ま
たは下の記号は、選択したパラメータを移動します。使用可能な機能パラメータのデータ型: 「文字列」、「ブール」、
「整数」、「Long」「浮動小数」、「Double」、「日付」、「日付/時間」および「フィールド」。パラメータ値は、選択し
たデータ型に従う必要があります。

• 多言語フィールド・プロジェクション
関連するエンティティ・フィールドの言語コードをCSVレポート形式でエクスポートできるようにします。多言語フィール
ド・プロジェクションの別名はオプションです。別名が存在しない場合、パス自体が使用されます。エクスポートされる
値は、言語コード(2)またはロケール・コード(en)のいずれかになります。

• 複雑なプロジェクション
SQ-XMLコードを複雑なプロジェクション・ペインに挿入します。
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「フィルタ」タブ
「フィルタ」では、Taleo製品から抽出されるエンティティを指定します。
 

 
フィルタ
フィルタの使用は、すべてのエクスポート・モードで同じです。フィルタリング・エレメントは、エンティティを選択するために論
理積(AND)によって結合されるため、フィルタリング・エレメントの順序は重要ではありません。「上へ」ボタンおよび「下
へ」ボタンを使用すると、必要に応じてフィルタをソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択したフィルタが削除されま
す。「追加」ボタンを押すと、新しいフィルタが作成されます。

• 単純なフィルタ
フィールド・フィルタリングでは、フィールドの値に基づいてエンティティを選択します。フィールドは、いくつかの方法で、
フィールド自体と同じ型の特定の値と比較されます。
利用可能な演算子: 「次の間にある」、「次と等しい」、「次と等しい(NULLを許可)」、「次と等しくない」、「次よりも
大きい」、「以上」、「NULLである」、「Nullではない」、「真」、「偽」、「次よりも小さい」、「以下」、「次を含む(大/小
文字を区別する)」「次を含む(大/小文字を区別しない)」「次と一致(大/小文字を区別する)」「次と一致(大/小
文字を区別しない)」および「最終実行日」。
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「最終実行日」では、最後のエクスポート以降に追加または変更されたレコードをフィルタします。
• 複雑なフィルタ

SQ-XMLコードを複雑なフィルタ・ペインに挿入します。
• テンプレートからフィルタ

テンプレートのプルダウン・メニューには、選択したエンティティに使用可能なテンプレートが表示されます。

one/noパラメータ演算子フィルタ
oneパラメータ演算子フィルタでは、引数を指定する必要がありますnoパラメータ演算子フィルタの引数は、演算子に
埋め込まれています。
使用可能なパラメータのデータ型: 「文字列」、「ブール」、「整数」、「Long」「浮動小数」、「Double」、「日付」、「日
付/時間」および「フィールド」。

「ソート」タブ
「ソート」では、選択したエンティティがTaleo製品から返される順序を定義します。
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ソート
ソートの使用は、すべてのエクスポート・モードで同じです。最初のソートが最初に適用され、後続のソートは一致するエ
ンティティに対してのみ適用されるため、ソート・エレメントの順序は重要になります。「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを
使用すると、必要な順序でソート・エレメントを配置できます。「削除」ボタンを押すと、選択したプロジェクションが削除さ
れます。「追加」ボタンを押すと、新しいソート・エレメントが作成されます。

• フィールドのソート
フィールドのソートは最も一般的なソートで、フィールドの値に基づいてエンティティを順序付けします。唯一のオプショ
ンは、ソートの順序(「昇順」または「降順」)を選択することです。

• 複雑なソート
SQ-XMLコードを複雑なソート・ペインに挿入します。

• フィールド・ベースのプロジェクションのソート
T-XMLまたはCSVエンティティをエクスポートする場合、フィールド・ベースのプロジェクションのソートでサブエンティティ
のソート順序を指定できます。唯一のオプションは、ソートの順序(「昇順」または「降順」)を選択することです。

• 複雑なプロジェクションのソート
SQ-XMLコードを複雑なプロジェクション・ソート・ペインに挿入します。
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「拡張」タブ
「拡張」タブでは、ユーザーが拡張エレメントのSQ-XMLコードをエクスポート仕様に挿入できます。
 

 

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

• 副問合せ
• プロジェクション・フィルタリング
• ソート・フィルタリング
• グループ化
• 結合
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新しいエクスポート・ファイルの作成
前提条件
Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規エクスポート・ウィザード>「次」

2. 使用可能な製品モデルのいずれかからエクスポート可能なエンティティを選択します。
a) プルダウン・メニューから製品を選択します。製品に基づいてモデルが自動的に選択されます。
b) エクスポート可能なエンティティをリストから選択します。フィルタを使用して、選択肢を絞り込むことができま

す。
3. ファイル・ベースを選択します。

新規エクスポートの作成がデフォルトで選択されます。この場合は、空のエクスポート仕様が作成されます。
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特定のエンティティにテンプレートを使用できます。これらのエンティティのいずれかが選択されている場合は、「テン
プレートからエクスポートを作成する」が使用可能になります。これを選択すると、設定済のエクスポート仕様が作
成されます。

a) 「テンプレートからエクスポートを作成する」を選択します。
b) プルダウン・メニューからテンプレートを選択します。

4. 「終了」をクリックします。

新しいエクスポート仕様がエクスポート・エディタに表示されます。

新しいエクスポート・ファイルの保存
前提条件
新しいエクスポート仕様ファイルをエクスポート・エディタでオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「保存」
2. ディレクトリを選択します。
3. ファイル名を入力するか、ディレクトリ内の既存のファイル名を選択します。
4. ファイル・タイプを選択します。
5. 「保存」をクリックします。

既存のエクスポート・ファイルのオープン
前提条件
Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>「エクスポート」
2. ディレクトリを選択します。
3. ディレクトリ内のファイルを選択します。
4. 「オープン」をクリックします。

エクスポート設定の作成
ステップ

1. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。
2. プロジェクション・タブをクリックします。
3. プロジェクションを作成します。

a) 必要なフィールドをエンティティ構造ビューからプロジェクション・リストにドラッグ・アンド・ドロップします。
b) 「追加」をクリックして、他のタイプのプロジェクションを挿入します。

4. 「フィルタ」タブをクリックします。
a) 単純なフィルタとして使用するフィールドをエンティティ構造ビューからフィルタ・リストにドラッグ・アンド・ドロップし

ます。
b) 値、データ型および演算子を設定します。
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c) 「追加」をクリックして、他のタイプのフィルタを作成します。
5. 「ソート」をクリックします。

a) ソートするフィールドをエンティティ構造ビューからフィルタ・リストにドラッグ・アンド・ドロップします。
b) ソート順序を設定します。
c) 「追加」をクリックして、他のタイプのソート基準を挿入します。

6. 「拡張」をクリックします。
a) 「追加」をクリックして、拡張問合せを作成します。

7. ファイルを保存します。
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構成

構成エディタ
構成エディタでは、要求ファイルをTaleo製品に送信して、応答ファイルを取得する統合プロセス・ワークフローを作成し
ます。
構成で定義されるのは次のとおりです。

• 統合プロセス・ワークフローの全体の動作
• ワークフロー実行に関するモニタリングのタイプ
• ワークフロー実行によってトリガーされるアラート
• 要求メッセージとしてTaleo環境に最終的に送信されるソース・ファイルの処理および変換方法
• Taleo環境との接続に必要な接続情報
• Taleo環境から受信される応答メッセージの処理および変換方法
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「一般」タブ
「一般」タブには、構成ファイル全体に適用される情報が表示されます。

ワークフロー
ワークフロー識別子は、ワークフローの特定の実行インスタンスをそれぞれ明確に定義できるように十分な一意性が必要
です。
メッセージ・タイプでは、Taleo環境と交換される要求および応答メッセージの形式を指定します。ワークフロー内の変換
が必要になる場合を除き、これにより元の要求または最終的な応答メッセージが制限されることはありません。
ファイル作成時に選択した製品。
通信タイプでは、統合手順が送信されるTaleo環境内の場所を決定します。

• PRODUCT: メッセージはTaleo製品と直接交換されます。これには、T-SOAPまたはRS-XMLメッセージ・タイプが
必要です。

• MIDDLEWARE: メッセージはTaleoミドルウェアと交換されます。メッセージ・タイプに要件はありません。
• MIXED: この通信タイプは非推奨のため、使用しないでください。レガシー・プロセスのサポート専用です。
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T-SOAP形式では、T-SOAPメッセージの構造を定義します。現在のバージョンは2.1.0で、バージョン2.0.0のみがレ
ガシー・プロセスをサポートできます。
一時ファイル・フォルダでは、ワークフローの実行中に作成されるファイルの格納場所を定義します。デフォルトでは、一時
ファイルはワークフローの完了時に削除されます。
「モニタリングのスケジュールを有効にする」では、構成実行レコードの保持を指定します。実行レコードは、TCCメ
ニュー・バーの「レポート」から使用可能なモニタリングのスケジュール・レポートで表示できます。

要求/応答
初期要求および最終応答のファイル情報。
「書式」では、メッセージの構造が示されます。

• T-SOAP: 現在のTaleo接続プラットフォームで使用される主要なメッセージ形式で、特定のTaleo固有の情報で
業界標準のSOAPエンベロープにラップされる情報が格納されます。

• RS-XML: T-SOAP形式と種類は似ているが、構造は似ていないプロプライエタリなTaleoレガシー・メッセージ形
式。

• SQ-XML: エクスポート設定を表すプロプライエタリなTaleo XML形式。
• XML: 業界標準のXML形式のファイル。
• CSV: 文字で区切られた値のレコードを含むフラット・ファイル形式。
• TEXT: プレーン・テキスト形式のファイル。
• OTHER: その他のファイル形式。

「エンコーディング」には、ファイルのエンコード方法が示されます。Taleo環境では、UTF-8エンコーディングのみをサポート
しています。前処理および後処理ステップで変換を使用できます。
ファイル名は次の3つの方法で指定できます。

• ファイルは、コマンドラインでワークフロー実行を起動するときに、クライアント・パラメータに指定できます。実行時の視
点からユーザー・インタフェース内でワークフローを実行する場合、このオプションは現在はサポートされていません。

• ファイルは事前定義済の値になることがあり、この場合、ファイルは初期要求ファイルのディスク上の場所にすぎませ
ん。

• ファイルは識別子を使用して生成可能で、この場合は、ファイル名を解決するためのディスク上の場所をフォルダで定
義します。

モニタリングタブ
Taleo接続クライアントでは、モニタリング機能を使用して、エンド・ユーザーが進捗を追跡し、ワークフロー実行の最終
ステータスを確認できます。この機能は、ワークフロー実行の各ステップで更新されるワークフロー結果の情報に基づきま
す。この情報は、元のXML形式、テキストまたはHTML形式のバージョン、またはXSL変換を使用したカスタム形式で
ディスクに保存できます。
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モニタリング
「モニタリングを使用可能」チェック・ボックスでは、モニタリングがアクティブかどうかを指定します。これはワークフロー実行の
主要な情報ソースになるため、少なくとも1つのタイプのモニタリングを常にアクティブにすることを強くお薦めします。
モニタリングの場所
「フォルダ」では、すべてのモニタリング・ファイルが格納されるフォルダを指定します。この値は、デフォルト値から変更でき
ますが、HTMLモニタリング・タイプを使用する場合は、Webサブフォルダがイメージおよびスタイル・シートに必要になりま
す。
ワークフロー実行ごとに特定のモニタリング・ファイルが生成され、各ステップ後に更新されます。「ワークフロー識別子を
ファイル名として再利用」設定では、「一般」タブ > 「ワークフロー」 > 「ワークフロー識別子」に定義されているワー
クフロー識別子をモニタリング・ファイル名に使用します。「カスタム識別子を使用」設定では、ワークフロー識別子をファ
イル名として再利用せずに、モニタリング・ファイル名を指定できます。また、モニタリング・ファイル名では、静的または一意
の識別子のいずれかを使用できます。

• 静的識別子を使用する。モニタリング・ファイル名に静的または定数識別子を使用すると、一定時間内の特定の統
合プロセスの結果に簡単にアクセスできます。各ワークフロー実行は前の実行を上書きしますが、簡単なショートカッ
トをインターネット・ブラウザに追加するだけで、現在の結果にすばやくアクセスできます。
デフォルトでは、モニタリング名は静的です。

• 一意の識別子を使用する。一意の識別子では、ワークフロー実行ごとに異なるモニタリング・ファイル名が作成されま
す。これにより、モニタリング情報が常に使用可能になり、特定の実行について簡単に取得できます。
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一意の識別子は、ファイル名がワークフロー識別子を再利用するか、ファイル名がカスタム識別子を使用する場合に
使用できます。
モニタリング・ファイル名に一意の識別子を追加する方法は2つあります。

1. トークン(UUID、タイムスタンプ)をファイル名に付加する。
2. "com.taleo.integration.client.uniquemonitoringid=true"の名前のシステム・プロパティをコマンドラ

インに追加するか、"-Dcom.taleo.integration.client.uniquemonitoringid=true"をiniファイルに設
定する。

モニタリング・タイプ
「モニタリング・タイプ」セクションでは、格納される情報と表示方法を指定します。
XMLモニタリング・ファイルには、ワークフロー実行によって生成されるすべての情報が格納されます。これは簡単に読み
取ることができないため、自動化されたシステム処理に適しています。
HTMLモニタリング・ファイルでは、主要なモニタリング情報のスタイル・ビューが提供され、簡単に読取りおよび解釈できま
す。
TEXTモニタリング・ファイルには、モニタリング情報の最小限のサブセットが格納され、HTMLファイルにアクセスできない
本番環境で多く使用されます。
カスタム・モニタリング・ファイルでは、モニタリング情報のビューをパーソナライズできます。カスタム・ファイルは、XSL変換
をXMLモニタリング・ファイルに適用することで生成されます。ファイル拡張子では、ディスク上に実際のファイルを作成する
ために、前の場所に設定されたファイルの場所に付加するものを指定します。

「アラート」タブ
Taleo接続クライアント(TCC)のアラート機能では、ワークフローの完了または失敗の電子メール通知をユーザーが受信
できます。
TCCモニタリング機能は、統合プロセスのワークフロー実行の詳細情報を実行中に取得する場合に非常に役に立ちま
す。ただし、プロセスが時々実行されるようにスケジュールされており、ユーザーが実行を監視するのが実用的でない場合
は、統合プロセスのステータスを電子メール・レポートでユーザーに適宜通知できます。エンド・ユーザーは、電子メールを
テキスト形式で受信するか、XSL変換を使用したカスタム形式で受信するかを選択できます。
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「一般」
メール・ホストSMTPサーバー・アドレスは、ホスト別名またはIPアドレスおよびサーバー・ポートを指定することで決まりま
す。

完了/エラー
「完了」セクションでは、ワークフローが完了した場合、「エラー」セクションでは、ワークフローがエラーで完了した場合に、
電子メール・アラートが送信されるかどうか、およびその方法を指定します。
「宛先」では、アラートの電子メールを受信する受信者のカンマ区切りの電子メール・アドレスのリストを指定します。
「CC」では、アラートの電子メールのコピーを受信する受信者のカンマ区切りの電子メール・アドレスのリストを指定しま
す。
「件名」では、アラートの電子メールの件名行を指定します。
アラートの電子メールには、次の2つの形式を指定できます。

• テキスト形式は、プレーン・テキスト版のモニタリング情報です。
• カスタム形式は、XSL変換をXMLモニタリング・ファイルに適用して作成されます。電子メールの受信プロセスを容易

にするために、コンテンツ・タイプまたは生成されるコンテンツを指定することもできます。
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前処理タブ
前処理ステップでは、ソース・ファイルのすべての処理および変換、要求メッセージをTaleo環境に送信する前に実行す
る必要のあるその他のタスクを定義します。
 

 

前処理ステップ
「追加」ボタンを押すと、新しいステップが作成されます。「削除」ボタンを押すと、選択したステップが削除されます。「上
へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序でステップをソートできます。

• インポートの準備
インポートの準備ステップでは、CSV形式の初期要求メッセージを標準のTaleo T-XMLインポート文書に変換しま
す。変換ルールは、インポート設定ファイルに設定されています。

• エクスポートの最終実行日
最終実行日の準備(LRD)ステップでは、現在の日付と時刻を取得し、ワークフローが正常に完了したとき
にLRDファイルを更新します。デフォルトでは、「タイムゾーンの日付を使用」が選択されています。「現在のコンピュー
タの日付を使用」は、Professional 7.0.4以前から抽出する場合に使用します。

• エクスポートの準備
エクスポートの準備ステップでは、SQ-XML形式の初期要求メッセージを調整し、Taleo標準T-XMLエクスポート
文書に埋め込みます。要求の詳細および具体的な構成は、エクスポート設定ファイルに設定されています。

• XSベースの変換
XSLによる変換ステップは、XMLファイルを定義済のインポート設定に準拠した有効なデータ・ファイルに変換する場
合に使用します。指定するのは、XSLファイル・パスおよび名前、出力形式、およびエンコーディングです。
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前処理ステップでは、文書全体を一度に処理します。XSL技術は、大規模な変換をサポートするように設計されて
いないため、変換前にファイル全体をメモリーにロードする必要があります。大規模なインポート・ファイルでXSL変換
処理ステップを使用するには、十分なメモリーが必要です。

• ラップSOAP
ラップSOAPステップでは、T-XML文書をT-SOAPエンベロープ内にラップし、Taleo環境に送信可能なメッセージを
作成します。これは、インポートの準備ステップまたはエクスポートの準備ステップを使用する場合は必須です。

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

す。ワークフロー識別子が一意の場合は、再利用でき、そうでない場合は、新しい識別子を指定できます。生成さ
れるメッセージ識別子の一意性を確保するには、識別子内で一意のトークンを使用する必要があります。

• エンコーディングの検証
エンコーディングの検証ステップでは、ファイルが正しくエンコードされていることを確認します。

• エンコーディングの変換
エンコーディングの変換ステップでは、要求メッセージのエンコーディングを変更します。
予想されるエンコーディング: 現在のタイプ
ターゲット・エンコーディング: 対象のタイプ
必要に応じて、バイト・オーダー・マーク(BOM)バイトを生成できます。

カスタム・ステップ
• デフォルトのカスタム・ステップ

実装者が希望するロジックを基本的に実行できます。Javaクラス
は、com.taleo.integration.client.step.BaseCustomStepを拡張するクラスの完全修飾名です。カスタム・
ステップでは、名前/値ペアの形式の構成ファイルに指定された任意の数のパラメータにアクセスできます。

• CSVマッピング
CSVマッピング・ステップでは、入力CSVファイル列を処理し、外部マッピング・ファイルに基づいて値を新しい値にマッ
プします。
標準のパラメータ
値デリミタ: CSV入力ファイル列のデリミタ文字。
引用符: CSV入力ファイルの引用符。
マッピング列: マッピング・プロセスのキーとして使用される列の各ブロックの最初の列を表す列番号のリスト。各ブロッ
ク番号はセミコロン(;)で区切る必要があります。CSVファイルの最初の列は常に1です。たとえば、キー長が2の場
合、2つ列の最初のブロックは列番号4、次のブロックは列番号12から開始し、このフィールドの値は"4;12" (二重
引用符なし)にする必要があります。
マッピング・ファイル: マッピング・プロセスの定義ファイル。キーに使用される列の数よりも1列多く含める必要があり
ます。このファイルの最後の列には、指定した列の置換値として使用される値が含まれます。ファイルはUTF-8でエン
コードし、CSVヘッダーを含める必要があり、値デリミタにカンマ(,)、引用符に二重引用符(")を使用する必要があり
ます。
大文字/小文字区別のキー: マッピング・プロセスでキーの比較に大文字と小文字を区別する必要があるかどうか
を示します。
拡張パラメータ
デフォルト値: キーがマッピング・ファイルにない場合に使用するデフォルト値。マッピング・プロセスによりデフォルトでエ
ラーが生成されないようにする値を指定します。
重複キー: マッピング・ファイルの重複キーはデフォルトでエラーを生成します。値を"ignore"に設定すると、最後に
定義した重複キー値が元のCSVファイルの置換として使用されます。指定できる値: error、ignore。

• 正味変更計算
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顧客のCSV要求ファイルと正味変更データベースを比較して、ターゲット・アプリケーションの同期に必要な変更(作
成、更新、削除など)を判断します。

• 正味変更セットアップ
選択したサービス(エンティティ)の正味変更参照データベースを作成します。最初に、既存のエンティティ正味変更
表をクリアします。次に、インポート・ファイル設定に基づいて、ターゲット・アプリケーションからデータを抽出し、エンティ
ティ正味変更参照表に入力します。

• FTP get
FTPサーバーからファイルを取得します。
標準のパラメータ
ホスト: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。
ポート: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号(例: 4566)。デフォルトは21です。
ユーザー: リモートFTPサーバーでのログオンに使用される有効なユーザー。
パスワード: サーバーでのログオンに使用されるユーザー名に指定されたFTPユーザーの有効なパスワード。
転送タイプ: FTPでは、ASCIIおよびバイナリ・イメージの両方のファイル転送タイプをサポートしています。デフォルト
はバイナリです。テキスト・ファイルを転送する場合は、ASCIIを使用してください。ASCIIモードでは、ネットワーク標
準文字セットとの間の文字変換が実行されます。たとえば、ターゲット・オペレーティング・システムに基づいて、必要に
応じて行末文字が変換されます。
リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ(例: /tmp/pub)。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例
外をスローします。
ファイル名: リモート・ファイルの名前。
ファイルの移動: 要求ファイルは、フォルダの移動パラメータによって指定された特定のフォルダに移動します。
フォルダの移動: 移動要求ファイルの移動先フォルダ名。指定しない場合、要求ファイルは移動しません。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
拡張パラメータ
アカウント: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名(例: FADA)。FTPホストにアカウント情報が必要な
場合にアカウントを指定します。アカウントはFTPプトロコルに定義され、ユーザー名およびパスワード入力変数によっ
て識別されるユーザーを詳細に識別します。
転送モード: FTPでは、パッシブまたはアクティブの両方のファイル転送モードをサポートしています。デフォルトはパッ
シブです。
データ・ポート: オプションデータ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データポートを指定しないと、FTPクライアント
によって例外がスローされます。この値は、転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードの
場合、FTPクライアントは動的ポートを開き、FTPサーバーが制御ストリームでリスニングしているFTPサーバーの動
的ポート番号を送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントとのデータ接続を
開始すると、ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。
クライアント・ホスト: オプション。前述のデータ・ポートで指定したポートでリスニングするクライアント・ホスト。ホスト
名は、"www.taleo.com"などのマシン名、またはIPアドレスのテキスト表現のいずれかにすることができます。リテラ
ルIPアドレスが指定されている場合は、アドレス形式の妥当性のみがチェックされます。
タイムアウト: オプション。データ接続からの読取り時に使用するタイムアウト(秒)を設定します。このタイムアウトは、
データ接続を開くとすぐに設定されます。
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リモート・パスがない場合に作成: FTPサーバーに作業ディレクトリを作成します(例: /tmp/pub/a/b)。
• FTP put

ファイルをFTPサーバーに送信します。
標準のパラメータ
ホスト: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。
ポート: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号(例: 4566)。デフォルトは21です。
ユーザー: リモートFTPサーバーでのログオンに使用される有効なユーザー。
パスワード: サーバーでのログオンに使用されるユーザー名に指定されたFTPユーザーの有効なパスワード。
転送タイプ: FTPでは、ASCIIおよびバイナリ・イメージの両方のファイル転送タイプをサポートしています。デフォルト
はバイナリです。テキスト・ファイルを転送する場合は、ASCIIを使用してください。ASCIIモードでは、ネットワーク標
準文字セットとの間の文字変換が実行されます。たとえば、ターゲット・オペレーティング・システムに基づいて、必要に
応じて行末文字が変換されます。
リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ(例: /tmp/pub)。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例
外をスローします。
ファイル名: リモート・ファイルの名前。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
拡張パラメータ
アカウント: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名(例: FADA)。FTPホストにアカウント情報が必要な
場合にアカウントを指定します。アカウントはFTPプトロコルに定義され、ユーザー名およびパスワード入力変数によっ
て識別されるユーザーを詳細に識別します。
転送モード: FTPでは、パッシブまたはアクティブの両方のファイル転送モードをサポートしています。デフォルトはパッ
シブです。
データ・ポート: オプションデータ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データポートを指定しないと、FTPクライアント
によって例外がスローされます。この値は、転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードの
場合、FTPクライアントは動的ポートを開き、FTPサーバーが制御ストリームでリスニングしているFTPサーバーの動
的ポート番号を送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントとのデータ接続を
開始すると、ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。
クライアント・ホスト: オプション。前述のDataPortで指定したポートでリスニングするクライアント・ホスト。ホスト名
は、"www.taleo.com"などのマシン名、またはIPアドレスのテキスト表現のいずれかにすることができます。リテラ
ルIPアドレスが指定されている場合は、アドレス形式の妥当性のみがチェックされます。
タイムアウト: オプション。データ接続からの読取り時に使用するタイムアウト(秒)を設定します。このタイムアウトは、
データ接続を開くとすぐに設定されます。
リモート・パスがない場合に作成: FTPサーバーに作業ディレクトリを作成します(例: /tmp/pub/a/b)。

• FTP削除
FTPサーバーからファイルを削除します。
標準のパラメータ
ホスト: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。
ポート: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号(例: 4566)。デフォルトは21です。
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ユーザー: リモートFTPサーバーでのログオンに使用される有効なユーザー。
パスワード: サーバーでのログオンに使用されるユーザー名に指定されたFTPユーザーの有効なパスワード。
リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ(例: /tmp/pub)。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例
外をスローします。
ファイル名: リモート・ファイルの名前。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
拡張パラメータ
アカウント: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名(例: FADA)。FTPホストにアカウント情報が必要な
場合にアカウントを指定します。アカウントはFTPプトロコルに定義され、ユーザー名およびパスワード入力変数によっ
て識別されるユーザーを詳細に識別します。
転送モード: FTPでは、パッシブまたはアクティブの両方のファイル転送モードをサポートしています。デフォルトはパッ
シブです。
データ・ポート: オプションデータ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データポートを指定しないと、FTPクライアント
によって例外がスローされます。この値は、転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードの
場合、FTPクライアントは動的ポートを開き、FTPサーバーが制御ストリームでリスニングしているFTPサーバーの動
的ポート番号を送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントとのデータ接続を
開始すると、ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。
クライアント・ホスト: オプション。前述のDataPortで指定したポートでリスニングするクライアント・ホスト。ホスト名
は、"www.taleo.com"などのマシン名、またはIPアドレスのテキスト表現のいずれかにすることができます。リテラ
ルIPアドレスが指定されている場合は、アドレス形式の妥当性のみがチェックされます。
タイムアウト: オプション。データ接続からの読取り時に使用するタイムアウト(秒)を設定します。このタイムアウトは、
データ接続を開くとすぐに設定されます。

• HTTP
データをHTTP/HTTPS URLにポストします。
標準のパラメータ
エンドポイント: ポスト操作に使用するエンドポイントを表します。このエンドポイントでは、HTTPまたはHTTPSプロ
トコルを使用する必要があります。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
拡張パラメータ
カスタムHTTPヘッダーは、拡張パラメータを使用することでサポートされます。接頭辞ヘッダーを持つパラメータ: パラ
メータの名前を定義できるため、ヘッダーの名前が続きます。たとえば、Content-typeを定義するには、パラメータ
名はHeader:Content-typeになります。

• SMTP
インポート/エクスポート結果ファイルを電子メールで送信します。
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標準のパラメータ
ホスト: ホストSMTPサーバーのアドレス。
ポート: ホストSMTPサーバーのポート。デフォルトは25です。
送信元: 送信元のアドレス。デフォルトはTaleo接続クライアントです。
宛先: 受信者のアドレス。
Cc: 受信者のアドレス。
件名: 電子メールの件名。
メッセージ・テンプレート: 電子メール・メッセージの本文を含むテンプレート文字列。テンプレートで
は、DateToolとMathToolのvelocity標準ツールをサポートしています。詳細は、Apache velocityのWebサ
イトを参照してください。また、StringToolとFileToolのTaleoカスタム速度ツールもサポートしてい
ます。StringTool変数は、$string.rightPad("123", 10)、$string.rightPad("123", 10,
"_")、$string.leftPad("123", 10)および$string.leftPad("123", 10, "0")です。FileTool変数
は、$file.content()、$file.lineCount()および$file.size()です。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
添付の送信: ステップ入力ファイルを添付ファイルとして送信します。デフォルトはTrueです。
添付ファイルの最大ファイル・サイズ: 最大ファイル・サイズが100MB (104857600バイト)にデフォルトで設定さ
れるようになりました。これは、attachment.max.file.size拡張パラメータに異なる値(バイト)を設定することで変
更できます。例: attachment.max.file.size=104857600
Zip添付: 添付ファイルを圧縮します。
添付ファイル名: 添付ファイルの名前を入力します。ファイル名の先頭と末尾はスペース以外にする必要がありま
す。ファイル名には\ / : * ? < > |の文字を含めないでください。空のままにすると、デフォルト名が使用されます。
通知を送信: 選択した条件で通知電子メールを送信します。条件は、前のステップで指定した処理ステータスに
よって決まります。前のステップ処理ステータスを無視し、すべてのステップ実行で通知を送信するには、「常時」を選
択します。前のステップ処理ステータスが"警告"または"エラー"の場合にのみ通知を送信するには、「警告またはエ
ラー時」を選択します。前のステップ処理ステータスが"エラー"の場合にのみ通知を送信するには、「エラー時」を選択
します。指定できる値は、「常時」、「警告またはエラー時」または「エラー時」です。
これは、正味変更ステップのみに適用され、その他の場合はすべて、選択内容に関係なく通知電子メールが送信さ
れます。
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「送信」タブ
送信処理ステップでは、Taleo環境との接続に必要な接続情報を定義します。
 

 
エンドポイント・ソース
エンドポイント情報は、デフォルトの構成ボード・ファイル、構成ファイル・ボード・タブ、または現在のステップを起点にする
ことができます。
エンドポイント
エンドポイント・セクションには、Taleo環境への実際の接続情報を設定します。

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

通信パスは、フル・パスを直接指定するか、サービス・ディスパッチャ・パスとサービス名の組合せによって設定できます。完
全なWebサービス・パスを指定することもできます。
認証
認証セクションには、要求の認証コンテキストが表示されます。Taleo環境に接続するための要件は、ユーザー/パス
ワードのHTTP基本認証です。テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。
品質
「品質」セクションでは、ワークフロー実行内で通信障害がどのように処理されるかを指定します。
「再試行」では、特定の処理操作が失敗した場合に実行されるアクションを指定します。このオプションは、送信ステップ
ではオプションです。
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• 「間隔」では、各試行間の秒数を指定します。
• 「確認試行」は、下位互換性の理由でのみ保持されている非推奨のオプションのため、使用しないでください。
• 「完了試行」は、ワークフローを停止してエラー・メッセージを生成するまでに、要求ファイルがゾーンに送信される回

数です。
• 「エラーを無視」では、エラーが発生した場合でも再試行を実行するかどうかを指定します。成功またはエラーの2つ

の結果しかないため、このオプションは、送信ステップで再試行を使用する場合は必須です。

「ソケットのタイムアウト」では、特定の処理操作が応答を待機する時間を指定します。これは、高度に技術的な設定
であり、接続の問題がTaleo環境で発生するような特定の場合にのみ変更する必要があります。

ミドルウェア
「ミドルウェア」セクションでは、Taleoミドルウェアとの通信時に必要な追加情報を指定します。これらの設定は、通信タ
イプがMIDDLEWAREに設定されている場合にのみ有効になります。
「送信者ID」「受信者ID」および「イベントID」では、ミドルウェア内の要求メッセージのルーティングに必要な情報を指
定します。

その他
「その他」セクションでは、非常に技術的な送信ステップ情報を設定します。
HTTPプロトコルを使用して送信される要求メッセージのサイズは、チャンク制限の影響を受けます。
要求が、要求メッセージが事前検証されているRS-XMLワークフローでのみ提供されるレガシー・オプションであることを
検証します。

プレビュー
エンドポイント・セクションで定義されている送信構成接続情報をプレビューします。
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ポーリングタブ
ポーリング処理ステップでは、Taleo環境との接続に必要な接続情報を定義します。
 

 
エンドポイント・ソース
エンドポイント情報は、デフォルトの構成ボード・ファイル、構成ファイル・ボード・タブ、または現在のステップを起点にする
ことができます。
エンドポイント
エンドポイント・セクションには、Taleo環境への実際の接続情報を設定します。

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

通信パスは、フル・パスを直接指定するか、サービス・ディスパッチャ・パスとサービス名の組合せによって設定できます。完
全なWebサービス・パスを指定することもできます。
認証
認証セクションには、要求の認証コンテキストが表示されます。Taleo環境に接続するための要件は、ユーザー/パス
ワードのHTTP基本認証です。テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。
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品質
「品質」セクションでは、ワークフロー実行内で通信障害がどのように処理されるかを指定します。
「再試行」では、特定の処理操作が失敗した場合に実行されるアクションを指定します。このオプションは、ポーリング・ス
テップでは必須です。統合プロセスが最初のポーリング試行で完了することは非常にまれです。

• 「間隔」では、各試行間の秒数を指定します。
• 「確認試行」は、下位互換性の理由でのみ保持されている非推奨のオプションのため、使用しないでください。
• 「完了試行」は、ワークフローを停止してエラー・メッセージを生成するまでに、ゾーンで結果ファイルがポーリングされる

回数です。ソーンで処理されたレコード数が変更されると、完了試行カウンタは自動的にリセットされます。
• 「エラーを無視」では、エラーが発生した場合でも再試行を実行するかどうかを指定します。この設定は、ポーリング・

エラーにのみ適用され、文書エラーには適用されません。

ワークフローは、「中断」、「一時停止」および「エラー」の文書の状態が発生すると停止します。
「ソケットのタイムアウト」では、特定の処理操作が応答を待機する時間を指定します。これは、技術的に高度な設定
であり、接続の問題がTaleo環境で発生するような特定の場合にのみ変更する必要があります。

プレビュー
エンドポイント・セクションで定義されているポーリング構成接続情報をプレビューします。

取得タブ
取得処理ステップでは、Taleo環境との接続に必要な接続情報を定義します。
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エンドポイント・ソース
エンドポイント情報は、デフォルトの構成ボード・ファイル、構成ファイル・ボード・タブ、または現在のステップを起点にする
ことができます。
エンドポイント
エンドポイント・セクションには、Taleo環境への実際の接続情報を設定します。

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

通信パスは、フル・パスを直接指定するか、サービス・ディスパッチャ・パスとサービス名の組合せによって設定できます。完
全なWebサービス・パスを指定することもできます。
認証
認証セクションには、要求の認証コンテキストが表示されます。Taleo環境に接続するための要件は、ユーザー/パス
ワードのHTTP基本認証です。テスト目的のために、認証なしがオプションとしてリストされています。
品質
「品質」セクションでは、ワークフロー実行内で通信障害がどのように処理されるかを指定します。
「再試行」では、特定の処理操作が失敗した場合に実行されるアクションを指定します。このオプションは、取得ステップ
ではオプションです。

• 「間隔」では、各試行間の秒数を指定します。
• 「確認試行」は、下位互換性の理由でのみ保持されている非推奨のオプションのため、使用しないでください。
• 「完了試行」は、ワークフローを停止してエラー・メッセージを生成するまでに、再試行してゾーンから結果ファイルを取

得する回数です。
• 「エラーを無視」では、エラーが発生した場合でも再試行を実行するかどうかを指定します。成功またはエラーの2つ

の結果しかないため、このオプションは、取得ステップで再試行を使用する場合に必須です。

「ソケットのタイムアウト」では、特定の処理操作が応答を待機する時間を指定します。これは、高度に技術的な設定
であり、接続の問題がTaleo環境で発生するような特定の場合にのみ変更する必要があります。
ミドルウェア
取得ステップの「ミドルウェア」セクションでは、Taleoミドルウェアとの通信時に必要な追加情報を指定します。これらの設
定は、通信タイプがMIDDLEWAREに設定されている場合にのみ有効になります。
「送信者ID」「受信者ID」および「イベントID」では、ミドルウェア内の要求メッセージのルーティングに必要な情報を指
定します。
その他
「その他」セクションでは、非常に技術的な送信ステップ情報を設定します。
HTTPプロトコルを使用して送信される要求メッセージのサイズは、チャンク制限の影響を受けます。
要求が、要求メッセージが事前検証されているRS-XMLワークフローでのみ提供されるレガシー・オプションであることを
検証します。
プレビュー
エンドポイント・セクションで定義されている取得構成接続情報をプレビューします。

後処理タブ
後処理ステップでは、応答メッセージとしてTaleo環境から最終的に送信されるソース・ファイルの処理および変換方法
を定義します。
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後処理ステップ
「上へ」ボタンおよび「下へ」ボタンを使用すると、必要な順序でステップをソートできます。「削除」ボタンを押すと、選択し
たステップが削除されます。「追加」ボタンを押すと、新しいステップが作成されます。

• SOAPの除去
SOAPエンベロープが応答メッセージからどのように削除されるかを指定します。
文書: XMLメッセージに文書のコンテンツおよび属性を残します。
コンテンツ: XMLメッセージに文書のビジネス・コンテンツを残します。
CSV: CSVメッセージに文書のビジネス・コンテンツを残し、CSVモードのエクスポート応答のみに適用します。
エクスポートの失敗エラーでは、応答メッセージにエラーが含まれている場合に処理を停止します。

• XSベースの変換
XSL変換を応答メッセージに適用します。このステップは、レコード・レベルで機能します。テンプレート・ファイルには、
変換済データが含まれるプレースホルダ([RECORD_OUTPUT])を含める必要があります。
XSLファイル: 使用するパスおよびファイル名を指定します。
テンプレート・ファイル: 使用するパスおよびファイル名を指定します。
エクスポート・モード: 変換前のファイル形式(T-XMLまたはXML)
出力形式: 変換後のファイル形式(OTHER、TEXT、CSV、XML、SQ-XML、T-XML、T-SOAP、RS-XML)

• インポート結果の変換
次の仕様を使用して、インポート結果をCSVファイルに変換します。
ファイル: 使用するパスおよびファイル名を指定します。
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出力プロパティ: 選択した場合、結果ファイルの先頭に操作プロパティを挿入します。
データ列をCSV結果ファイルに追加するのに拡張パラメータを使用できます。
EXTRA_COLUMN_NAME_x: パラメータ値で列ヘッダー名を設定します。
EXTRA_COLUMN_XPATH_x: パラメータ値で、列に挿入されたデータのXpathを設定します。特定のデー
タ・セットのXpathは、操作によって返されるT-XML応答ファイルにあります。応答文書にはネームスペースが含ま
れているため、"local name"を指定する必要があります。たとえば、T-XMLファイルのXpathが//Candidate/
Numberの場合、パラメータ値は//*[local-name()="Candidate"]/*[local-name()="Number"]として
表されます。
注意: パラメータ名のペアの末尾のxを同じ数値で置き換え、一致するようにしてください。例:
EXTRA_COLUMN_NAME_1およびEXTRA_COLUMN_XPATH_1、EXTRA_COLUMN_NAME_2およ
びEXTRA_COLUMN_XPATH_2。

• エクスポート結果の変換
エクスポート設定を使用して、エクスポート結果をCSVファイルに変換します。

• エンコーディングの変換
必要に応じて、応答メッセージのエンコーディングを変更します。
予想されるエンコーディング: 現在のタイプ
ターゲット・エンコーディング: 対象のタイプ
必要に応じて、バイト・オーダー・マーク(BOM)バイトを生成できます。

カスタム・ステップ
• デフォルトのカスタム・ステップ

実装者が希望するロジックを基本的に実行できます。Javaクラス
は、com.taleo.integration.client.step.BaseCustomStepを拡張するクラスの完全修飾名です。カスタム・
ステップでは、名前/値ペアの形式の構成ファイルに指定された任意の数のパラメータにアクセスできます。

• CSVマッピング
CSVマッピング・ステップでは、入力CSVファイル列を処理し、外部マッピング・ファイルに基づいて値を新しい値にマッ
プします。
標準のパラメータ
値デリミタ: CSV入力ファイル列のデリミタ文字。
引用符: CSV入力ファイルの引用符。
マッピング列: マッピング・プロセスのキーとして使用される列の各ブロックの最初の列を表す列番号のリスト。各ブロッ
ク番号はセミコロン(;)で区切る必要があります。CSVファイルの最初の列は常に1です。たとえば、キー長が2の場
合、2つ列の最初のブロックは列番号4、次のブロックは列番号12から開始し、このフィールドの値は"4;12" (二重
引用符なし)にする必要があります。
マッピング・ファイル: マッピング・プロセスの定義ファイル。キーに使用される列の数よりも1列多く含める必要があり
ます。このファイルの最後の列には、指定した列の置換値として使用される値が含まれます。ファイルはUTF-8でエン
コードし、CSVヘッダーを含める必要があり、値デリミタにカンマ(,)、引用符に二重引用符(")を使用する必要があり
ます。
大文字/小文字区別のキー: マッピング・プロセスでキーの比較に大文字と小文字を区別する必要があるかどうか
を示します。
拡張パラメータ
デフォルト値: キーがマッピング・ファイルにない場合に使用するデフォルト値。マッピング・プロセスによりデフォルトでエ
ラーが生成されないようにする値を指定します。



69 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

DuplicateKeys: マッピング・ファイルの重複キーはデフォルトでエラーを生成します。値を"ignore"に設定する
と、最後に定義した重複キー値が元のCSVファイルの置換として使用されます。指定できる値: error、ignore。

• 正味変更結果プロセッサ
操作中に処理されたエンティティの数を示す単純なXMLレポートを生成します。

• 正味変更結果変換
"正味変更結果プロセッサ"によって生成されたファイルを処理して、標準のTCC CSVファイルに変換します。このス
テップは、初期ロード処理ではオプションです。

• FTP put
ファイルをFTPサーバーに送信します。
標準のパラメータ
ホスト: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。
ポート: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号(例: 4566)。デフォルトは21です。
ユーザー: リモートFTPサーバーでのログオンに使用される有効なユーザー。
パスワード: サーバーでのログオンに使用されるユーザー名に指定されたFTPユーザーの有効なパスワード。
転送タイプ: FTPでは、ASCIIおよびバイナリ・イメージの両方のファイル転送タイプをサポートしています。デフォルト
はバイナリです。テキスト・ファイルを転送する場合は、ASCIIを使用してください。ASCIIモードでは、ネットワーク標
準文字セットとの間の文字変換が実行されます。たとえば、ターゲット・オペレーティング・システムに基づいて、必要に
応じて行末文字が変換されます。
リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ(例: /tmp/pub)。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例
外をスローします。
ファイル名: リモート・ファイルの名前。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
拡張パラメータ
アカウント: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名(例: FADA)。FTPホストにアカウント情報が必要な
場合にアカウントを指定します。アカウントはFTPプトロコルに定義され、ユーザー名およびパスワード入力変数によっ
て識別されるユーザーを詳細に識別します。
転送モード: FTPでは、パッシブまたはアクティブの両方のファイル転送モードをサポートしています。デフォルトはパッ
シブです。
データ・ポート: オプションデータ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データポートを指定しないと、FTPクライアント
によって例外がスローされます。この値は、転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードの
場合、FTPクライアントは動的ポートを開き、FTPサーバーが制御ストリームでリスニングしているFTPサーバーの動
的ポート番号を送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントとのデータ接続を
開始すると、ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。
クライアント・ホスト: オプション。前述のデータ・ポートで指定したポートでリスニングするクライアント・ホスト。ホスト
名は、"www.taleo.com"などのマシン名、またはIPアドレスのテキスト表現のいずれかにすることができます。リテラ
ルIPアドレスが指定されている場合は、アドレス形式の妥当性のみがチェックされます。
タイムアウト: オプション。データ接続からの読取り時に使用するタイムアウト(秒)を設定します。このタイムアウトは、
データ接続を開くとすぐに設定されます。
リモート・パスがない場合に作成: FTPサーバーに作業ディレクトリを作成します(例: /tmp/pub/a/b)。
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• FTP削除
FTPサーバーからファイルを削除します。
標準のパラメータ
ホスト: FTPサーバーの名前またはIPアドレス。
ポート: FTPサーバーが要求をリスニングするポート番号(例: 4566)。デフォルトは21です。
ユーザー: リモートFTPサーバーでのログオンに使用される有効なユーザー。
パスワード: サーバーでのログオンに使用されるユーザー名に指定されたFTPユーザーの有効なパスワード。
リモート・パス: FTPサーバーの作業ディレクトリ(例: /tmp/pub)。ディレクトリが存在しない場合、サーバーは例
外をスローします。
ファイル名: リモート・ファイルの名前。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
拡張パラメータ
アカウント: オプション。FTPサーバーのアカウントのユーザー名(例: FADA)。FTPホストにアカウント情報が必要な
場合にアカウントを指定します。アカウントはFTPプトロコルに定義され、ユーザー名およびパスワード入力変数によっ
て識別されるユーザーを詳細に識別します。
転送モード: FTPでは、パッシブまたはアクティブの両方のファイル転送モードをサポートしています。デフォルトはパッ
シブです。
データ・ポート: オプションデータ転送チャネルのリスナー・ポート番号。データポートを指定しないと、FTPクライアント
によって例外がスローされます。この値は、転送タイプ値がアクティブの場合にのみ使用されます。アクティブ・モードの
場合、FTPクライアントは動的ポートを開き、FTPサーバーが制御ストリームでリスニングしているFTPサーバーの動
的ポート番号を送信し、FTPサーバーからの接続を待機します。FTPサーバーがFTPクライアントとのデータ接続を
開始すると、ソース・ポートをFTPサーバーのポート20にバインドします。
クライアント・ホスト: オプション。前述のDataPortで指定したポートでリスニングするクライアント・ホスト。ホスト名
は、"www.taleo.com"などのマシン名、またはIPアドレスのテキスト表現のいずれかにすることができます。リテラ
ルIPアドレスが指定されている場合は、アドレス形式の妥当性のみがチェックされます。
タイムアウト: オプション。データ接続からの読取り時に使用するタイムアウト(秒)を設定します。このタイムアウトは、
データ接続を開くとすぐに設定されます。

• HTTP
データをHTTP/HTTPS URLにポストします。
標準のパラメータ
エンドポイント: ポスト操作に使用するエンドポイントを表します。このエンドポイントでは、HTTPまたはHTTPSプロ
トコルを使用する必要があります。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
拡張パラメータ
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カスタムHTTPヘッダーは、拡張パラメータを使用することでサポートされます。接頭辞ヘッダーを持つパラメータ: パラ
メータの名前を定義できるため、ヘッダーの名前が続きます。たとえば、Content-typeを定義するには、パラメータ
名はHeader:Content-typeになります。

• SMTP
インポート/エクスポート結果ファイルを電子メールで送信します。
標準のパラメータ
ホスト: ホストSMTPサーバーのアドレス。
ポート: ホストSMTPサーバーのポート。デフォルトは25です。
送信元: 送信元のアドレス。デフォルトはTaleo接続クライアントです。
宛先: 受信者のアドレス。
Cc: 受信者のアドレス。
件名: 電子メールの件名。
メッセージ・テンプレート: 電子メール・メッセージの本文を含むテンプレート文字列。テンプレートで
は、DateToolとMathToolのvelocity標準ツールをサポートしています。詳細は、Apache velocityのWebサ
イトを参照してください。また、StringToolとFileToolのTaleoカスタムvelocityツールもサポートして
います。StringTool変数は、$string.rightPad("123", 10)、$string.rightPad("123", 10,
"_")、$string.leftPad("123", 10)および$string.leftPad("123", 10, "0")です。FileTool変数
は、$file.content()、$file.lineCount()および$file.size()です。
再試行回数: 操作が失敗した場合に実行される再試行の数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行間の時間: 再試行の間に待機する秒数を表します。デフォルトはゼロです。
再試行係数: この係数は、各試行間の「再試行間の時間」の乗数として使用されます。最後に待機した時間にこ
の量を乗算します。「再試行間の時間」が10秒で再試行係数が2の場合、最初の待機時間は10秒、2番目の待
機時間は20秒、3番目の待機時間は40秒になり、再試行の最大数に達するまで続きます。
添付の送信: ステップ入力ファイルを添付ファイルとして送信します。デフォルトはTrueです。
添付ファイルの最大ファイル・サイズ: 最大ファイル・サイズが100MB (104857600バイト)にデフォルトで設定さ
れるようになりました。これは、attachment.max.file.size拡張パラメータに異なる値(バイト)を設定することで変
更できます。例: attachment.max.file.size=104857600
Zip添付: 添付ファイルを圧縮します。
添付ファイル名: 添付ファイルの名前を入力します。ファイル名の先頭と末尾はスペース以外にする必要がありま
す。ファイル名には\ / : * ? < > |の文字を含めないでください。空のままにすると、デフォルト名が使用されます。
通知を送信: 選択した条件で通知電子メールを送信します。条件は、前のステップで指定した処理ステータスに
よって決まります。前のステップ処理ステータスを無視し、すべてのステップ実行で通知を送信するには、「常時」を選
択します。前のステップ処理ステータスが"警告"または"エラー"の場合にのみ通知を送信するには、「警告またはエ
ラー時」を選択します。前のステップ処理ステータスが"エラー"の場合にのみ通知を送信するには、「エラー時」を選択
します。指定できる値は、「常時」、「警告またはエラー時」または「エラー時」です。
これは、正味変更ステップのみに適用され、その他の場合はすべて、選択内容に関係なく通知電子メールが送信さ
れます。

• レポート・フィルタリング
基準別にレコード結果をフィルタします。
レポート・フィルタリング: ドロップダウン・リストから選択します。「すべて(フィルタなし)」「エラーまたは警告時」、「エ
ラー時のみ」
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ボード・タブ
ボード・タブでは、現在の構成ファイルに固有のエンドポイントおよび記号エレメントをユーザーが作成できます。
 

 
特定のエンドポイントおよび記号を使用すると、ユーザーはデフォルトの構成ボードの設定をオーバーライドできます。
エンドポイントおよび記号エレメントの詳細は、デフォルト構成ボードに関する項を参照してください。

新しい構成ファイルの作成
前提条件
Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザード>「次」
2. 構成ファイル・ベースを選択します。

a) ナビゲート をクリックします。

b) ディレクトリを選択します。
c) ファイルを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

3. 「次」をクリックします。
4. 接続情報を確認します。
5. 「終了」をクリックします。

新しい構成仕様が構成エディタに表示されます。
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新しい構成ファイルの保存
前提条件
新しい構成仕様ファイルを構成エディタでオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「保存」
2. ディレクトリを選択します。
3. ファイル名を入力するか、ディレクトリ内の既存のファイル名を選択します。
4. ファイル・タイプを選択します。
5. 「保存」をクリックします。

既存の構成ファイルのオープン
前提条件
Taleo接続クライアント・アプリケーションがオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「オープン」>「構成」
2. ディレクトリを選択します。
3. ディレクトリ内のファイルを選択します。
4. 「オープン」をクリックします。

構成の実行
前提条件
構成ファイルがオープンされ、アクティブになっていることを確認します。
ステップ

構成の実行 をクリックします。
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ランタイム

ランタイム・パースペクティブ
ランタイム・パースペクティブには、ワークフロー実行の詳細がグラフィカル形式および表形式で表示されます。
 

 

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

ワークフロー実行の詳細
ステップの進捗をグラフィカルに表示した概要は、処理中のすべてのステップを単一の集計アイコンでグループ化したもの
です。

基本情報
モニタリングの基本情報は左側の列に表示され、ワークフロー実行の全体の状態と個々のステップのステータスで構成さ
れます。

• ワークフロー実行が完了すると、すべてのステップも完了します。



75 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

• ワークフロー実行が進行中の場合は、すべてのステップのサブセットが完了します。
• ワークフロー実行がエラーの場合は、特定のステップがエラーになることもあります。ただし、特定のエラー・シナリオは

ワークフロー実行の初期化および終了処理で発生するため、完了済のステップがないか、すべてのステップが完了済
のいずれかになります。

一般情報
一般情報は、次の情報で構成された状態で表示されます。

1. 実行のワークフロー・タイプ、開始、終了および期間(適用可能な場合)。
2. 要求メッセージ・ファイルの元の場所および応答メッセージ・ファイルのターゲット場所。

応答メッセージのターゲット場所が存在している場合でも、ファイルが実際に作成されているとはかぎりません。これは、
ワークフロー実行が正常に完了した場合にのみ当てはまります。

ステップ詳細
ステップ詳細の表形式のビューには、開始、終了および期間(該当する場合)、および要求および応答メッセージの情
報(該当する場合)が表示されます。

ワークフローのモニタリング
前提条件
ワークフロー構成ファイルを実行できます。
ステップ

1. 「ウィンドウ」>「パースペクティブのオープン」>「ランタイム」

「ランタイム・パースペクティブ」がオープンします。
2. 「ファイル」>「構成のオープン」

a) ディレクトリを選択します。
b) ファイルを選択します。
c) 「オープン」をクリックします。

構成ファイルがオープンします。
3. 構成の実行 をクリックします。

4. 「ランタイム・パースペクティブ」を最大化します。

結果
ワークフロー実行の詳細が表示されます。
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コンソール

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

 
コンソール・パースペクティブでは、単一のエディターやTaleo製品の特定の条件に合うすべてのメッセージを一覧表示す
るメッセージ・リスト・ビューアを使用します。このパースペクティブでは、メッセージとメッセージに含まれる文書を区別しま
す。このパースペクティブでは、様々な角度から各メッセージを分析する複数のビューが提供されます。

メッセージ・リスト・ビューア
メッセージ・リスト・ビューア は、ターゲットTaleo接続サーバーからのメッセージのリストを主に表示するエディタです。ター
ゲットTaleo接続サーバーのプロファイルはここで編集および保存できるため、技術的にはエディタになります。
メッセージ・リストで使用可能な情報は次のとおりです。

• 識別子: メッセージの汎用一意外部識別子。
• タイプ: メッセージが要求か応答かを指定します。
• 状態: Taleo接続サーバー処理ワークフロー内のメッセージの現在のポジション。
• 作成日: Taleo接続サーバーによってメッセージが受信または作成された日時を示します。
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メッセージ・リスト・ビューアでは、次の3つのアクションを使用できます。

• メッセージの現在のリストをリフレッシュ する。

• 基準のセットに従ってメッセージのリストをフィルタ する。

• ターゲットTaleo接続サーバーのプロファイルを編集 する。

フィルタ
フィルタでは、表示されるリストの一部になるメッセージを定義します。使用可能なフィルタは次のとおりです。

• キー: 指定した正確な値とキーが一致するかどうかに基づいて、メッセージをフィルタします。メッセージ・キー
はTaleo接続サーバー内で一意の値ため、ここで値を指定すると、単一のメッセージが必ず表示されます。

• 識別子: 指定した値が識別子に含まれるかどうかに基づいて、メッセージをフィルタします。たとえ
ば、"Candidate"の値を使用すると、"CandiateImport-2006-03-12"および"Extract-
Candidates-2005-12-12"に一致します。

• 対話: 指定した値が対話に含まれるかどうかに基づいて、メッセージをフィルタします。これは、識別子フィルタと同じ
動作です。

• ターゲット: 要求か応答かに基づいて、メッセージをフィルタします。「要求」オプションは、アプリケーション・ターゲット
の別名です。「応答」オプションには、「ミドルウェア」、「外部」および「キュー」ターゲットが含まれます。

• 状態: Taleo接続サーバー・ワークフローの状態に基づいて、メッセージをフィルタします。「未完了」オプションは、「進
行中」を除くすべての状態に一致します。

• 日付: Taleo接続サーバーでの作成日に基づいて、メッセージをフィルタします。特定の日付を選択する
と、Taleo接続コンソールを実行しているコンピュータのローカル時刻の00:00:00から23:59:59のすべてのメッセー
ジが表示されます。日付の範囲を選択すると、Taleo接続コンソールを実行しているコンピュータのローカル時刻の開
始日の00:00:00から終了日の23:59:59のすべてのメッセージが表示されます

プロファイル
プロファイルでは、ターゲットTaleo製品に埋め込まれているTaleo接続サーバーへのアクセスに必要な接続情報を定義
します。プロファイルの一般情報は次のとおりです。

• 摘要: 機能上重要性のない情報。プロファイルの区別と識別に使用できます。
• バージョン: ターゲットTaleo接続サーバーのバージョン。この値によって、通信プロトコルと使用可能な機能が決まり

ます。

プロファイルの接続情報は次のとおりです。

• プロトコル: 使用されるHTTP通信のタイプ: プレーンHTTPまたはセキュアHTTPS。
• ホスト: ターゲットTaleo製品のホスト別名またはIPアドレス。
• ポート: ターゲットTaleo製品のポート番号。
• ディスパッチャ: ターゲットTaleo製品のWebサービス・ディスパッチャのエントリ・ポイントの場所。Taleo

Professional製品の場合は、/servlets/ServiceDispatcher?ServiceName=になります。その他
のTaleo製品の場合、値は/product name/ServiceDispatcher?ServiceName=になります。

• ユーザー名: Taleo接続サーバーへのWebサービス要求の認証に必要なユーザー名。
• パスワード: Taleo接続サーバーへのWebサービス要求の認証に必要なパスワード。

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

• キー: ターゲットTaleo製品に埋め込まれたTaleo接続サーバーによって使用される内部識別子。メッセージ・キー
の唯一の外部使用は、要求および応答メッセージ・インスタンスを一意に関連付けることです。キー値は、特定
のTaleo製品内でのみ一意になります。

• 識別子: メッセージの汎用一意外部識別子。これは、大規模ビジネス・プロセス内のメッセージをリンク付けするため
に外部システムで使用されます。



摘要 · 78

• 対話: 複数のメッセージをビジネス・プロセス内で大まかにリンク付けする識別子。これは、一般的な意味のトランザ
クション識別子ではありません(2フェーズ・コミットと整合性の問題点を含む)。対話は、モニタリングの用途にのみ使
用されます。特に、Taleo接続サーバーによって生成される応答には、要求メッセージと同じ対話識別子が常に含ま
れます(指定しない場合は、応答の対話識別子が要求のメッセージ識別子になります)。

• ターゲット: Taleo接続サーバーの処理ターゲットを指定します。
「アプリケーション」では、このメッセージに要求が含まれ、Taleo製品によって処理されることを示します。
「ミドルウェア」または「外部」では、このメッセージに応答が含まれ、別のアプリケーションにプッシュされることを示しま
す。
「キュー」でも、メッセージに応答が含まれることを示しますが、メッセージはTaleo製品内に残り、外部パーティによっ
てポーリングされます。

• 状態: 要求または応答のいずれか。統合メッセージは、ソースからターゲット・アプリケーションへの汎用転送です。要
求および応答のコンセプトは、メッセージ内に含まれるビジネス文書のみにリンクされます。

• サービス: Taleo接続サーバーの処理戦略の一意の識別子。この値は、アプリケーション・ターゲットを含むメッセー
ジ(要求メッセージ)のみに適用されます。

完全なオリジナル・メッセージの内容は、完全なメッセージの表示 アクションを使用して表示できます。

メッセージ・アクション
特定の状況で、コンソールからメッセージをやり取りできます。

• 中断 では、メッセージの処理を停止します。このアクションは、「進行中」状態の要求メッセージのみに適用できま
す。信号がTaleo製品に送信され、メッセージに「中断」のマークが付きますが、実際の中断は処理のタイプによって
異なり、「即時」にならない場合もあります。

• 再開 では、メッセージの処理を再開します。このアクションは、「中断(Suspended)」または「中
断(Interrupted)」の状態のメッセージのみに適用できます。このアクションの結果は、メッセージに「準備完了」の
マークが付けられるため、Taleo接続サーバーは通常のメッセージ・キューで処理します。要求メッセージの場合、最
後に完了したレコードの後に処理が開始されます。エクスポート要求の場合は、レコードが1つしかないため、エクス
ポート全体が再開されます。応答メッセージの場合、必要に応じて、再開アクションによって応答がミドルウェア・シス
テムに再送信されます。

メッセージ・エラー
技術的なプロセス・エラーが発生した場合、ビューの2番目のセクションに問題の詳細が表示されます。注意すべき重要
な点は、このビューには内部処理エラーのみが表示され、特に、メッセージが「中断」または「エラー」のいずれかの状態の
場合のみ表示されることです。特定のレコードの処理中に発生するビジネス・エラーは応答文書に保存され、メッセージ
の処理全体には影響しません。

• ソース: サーバーまたはクライアントのいずれか。統合メッセージは、ソースからターゲット・アプリケーションへの汎用転
送です。要求および応答のコンセプトは、メッセージ内に含まれるビジネス文書のみにリンクされます。

• コード: 発生した問題のタイプの外部一意識別子。
• 理由: 発生した問題の詳細情報を示すコンテキスト依存のメッセージ。
• 詳細: 問題の詳細な技術情報。特に、問題の原因が管理対象外のJava言語例外の場合、この詳細は例外の

スタック・トレースになります。

文書詳細
文書詳細ビュー には、統合文書の上位レベルの情報が表示されます。

• アクション: ターゲット・アプリケーションでレコードをどのように処理するかを定義します。指定できる値は、「エクスポー
ト」、「インポート」または「ビジネス・サービス」です。最初の2つのアクションでは、Taleo接続クライアントによって提供
される汎用統合サービスによってレコードが処理されます。最後のアクションは、レコードが製品固有のビジネス・サー
ビスに各処理を委任することを示します。
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• 進捗: 現在処理中のレコードの数を表示します。ほとんどの場合、この値は要求メッセージと応答メッセージの両方
で同じになります。エクスポートの場合、要求文書には単一のレコードが含まれ、進捗が重要になるのは、エクスポー
トされるエンティティの数が合計で示される応答文書の場合のみです。

統合中に処理される各レコードには、成功またはエラーのステータスが割り当てられます。合計セクションには、最初に文
書内のレコードの総数が表示され、次に、成功したレコードとエラーのレコードの数が表示されます。

文書コンテンツ
文書コンテンツ  ビューでは、文書のコンテンツを表示し、ファイルに保存できます。

コンソール・プロファイルの作成
ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規プロファイル・ウィザード>「次」
2. プロファイル・タイプを選択します。

• エンドポイント: エンドポイントに基づいてプロファイルを作成します。プルダウン・メニューから製品を選択しま
す。プルダウン・メニューから「エンドポイント」を選択します。

• 空のプロファイル: 空のプロファイルを作成して、接続情報を手動で入力します。
• デモ・プロファイル: オフライン・デモ・プロファイルを使用して、コンソール機能を確認します。

3. 「次」をクリックします。
4. 接続情報を確認または入力します。
5. 「終了」をクリックします。

新しいコンソール・プロファイルがコンソール・パースペクティブ・メッセージ・リスト・ビューアに表示されます。

コンソール・プロファイルの保存
前提条件
新しいコンソール・プロファイルがメッセージ・ビューアでオープンしていることを確認します。
ステップ

1. 「ファイル」>「保存」
2. ディレクトリを選択します。
3. ファイル名を入力するか、ディレクトリ内の既存のファイル名を選択します。
4. ファイル・タイプを選択します。
5. 「保存」をクリックします。
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コマンドライン

スクリプトの実行
本番環境でのTaleo接続クライアント・ワークフロー実行は、コマンドライン・スクリプトによって実行されます。コマンドライ
ン・スクリプトは、自動的に実行されるようにスケジュールできます。
TCC実行を起動するコマンドライン・スクリプトは3つあります。これらは、すべてのオペレーティング・システムで同じです。
唯一の違いは、Windowsでは.batファイルを使用するのに対し、Unix/Linuxでは.shファイルを使用することです。次
のファイルは、コマンドライン・スクリプトで指定できます。

• インストール・パッケージに含まれるTCCバッチ・ファイル。
TaleoConnectClient.bat

• インポートおよびエクスポート構成ファイル。
<touchpoint>_<action>cfg.xml

• インポートおよびエクスポート要求ファイル。
<touchpoint>_<action>_ld.xml
<touchpoint>_<action>_sq.xml

• インポートおよびエクスポート結果ファイル。
<touchpoint>_<action>_result_<date_time>.csv
<touchpoint>_<action>_result.xml
<touchpoint>_<action>_<date_time>.txt
filename.other

3つのコマンドライン・スクリプトのレイアウトは次のとおりです。パスは、指定したファイルの絶対または相対的な場所にな
ります。

• "path\TaleoConnectClient.bat" "path\configuration file" "path\request file" "path\result
file"
最初のスクリプトは、要求および応答の両方のメッセージ・ファイルが明示的に指定されるTaleo接続クライアントで
一般的に使用されます。ワークフロー構成には、通常は様々なメッセージに適用される通信情報のみが含まれま
す。

• "path\TaleoConnectClient.bat" "path\configuration file" "path\request file"
2つ目のスクリプトは、要求メッセージが変化し、タイムスタンプに基づいて応答メッセージ・ファイルが生成されるスケ
ジュール済の統合プロセスで一般的なスクリプトです。

• "path\TaleoConnectClient.bat" "path\configuration file"
3つ目ののスクリプトは、単一の統合プロセスのみに適用される多数の前処理または後処理(あるいは両方)を含む
特殊なワークフローで一般的なスクリプトです。この状況では、要求および応答ファイルが認識される場合が多いた
め、構成自体に指定できます。
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タスクのスケジュール
タスクのスケジュールでは、Taleo接続クライアントで進行中のインポートおよびエクスポート・プロセスを自動化します。ス
ケジュール済のインポートおよびエクスポートは、環境(Windows、Unix、Linux)で実行されるスケジューラ・ソフトウェ
アで、ユーザーによってプログラムおよび保持されます。
Unix/Linuxでは、Cronを使用してタスクをスケジュールします。Unix/Linuxでスケジューリングを実装するには、シス
テム・ドキュメントを参照してください。

Windowsでのスケジュール
前提条件
テスト済でスケジュールが準備できている統合スクリプト。
ステップ

1. 「スタート」>「すべてのプログラム」>「アクセサリ」>「システム ツール」>「スケジュールされたタスク」をクリック
します。

「スケジュールされたタスク」ウィンドウがオープンします。
2. 「スケジュールされたタスクの追加」をダブルクリックします。

スケジュールされたタスク・ウィザードがオープンします。
3. 「次」をクリックします。

ファイル選択ウィンドウがウィザードにオープンします。
4. 「参照...」をクリックします。

「実行するプログラムを選択してください」ブラウザ・ウィンドウがオープンします。
5. スケジュールするバッチ・ファイルがあるフォルダに移動します。

a) バッチ・ファイルをクリックして選択します。
b) 「開く」をクリックします。

6. タスク名を入力します(オプション)。

バッチ・ファイル名が適切に構成され、自動化されている特定のタスクが反映されている場合は、タスク名をそのま
まにすることをお薦めします。

a) タスクの間隔を選択します。
b) 「次>」をクリックします。
c) タスクの間隔の詳細を選択します。
d) 「次>」をクリックします。
e) Windowsドメインのユーザー名を入力します。
f) パスワードを入力します。
g) パスワードを確認します。
h) 「次>」をクリックします。

7. 「終了」をクリックします。

タスクが「スケジュールされたタスク」ウィンドウに表示されます。
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Javaからの実行
Taleo接続クライアント・ワークフローは、別のJavaアプリケーション内から実行できます。ホスト・アプリ
ケーションは、TaleoConnectClient.batスクリプトで定義された環境の制約と一致している必要があ
り、com.taleo.integration.client.Client.execute()メソッドを起動する必要があります。
Taleo接続クライアントを正しく実行するには、適切な実行環境が利用可能である必要があります。次の実行スクリプ
トは、一般的なWindowsインストールの必要最小限の構成です。
SET IC_HOME="C:\Program Files\Taleo Connect Client";
SET CLASSPATH="%IC_HOME%\lib\taleo-integrationclient.jar";"%IC_HOME%\log";
java.exe
-Dcom.taleo.integration.client.install.dir="%IC_HOME%"
-Djava.endorsed.dirs="%IC_HOME%\lib\endorsed"
-Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory=org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl
-Dorg.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger
-classpath %CLASSPATH% com.acme.integration.ACMEIntegrationProcess

IC_HOME変数では、Taleo接続クライアントのインストール・ディレクトリを定義します。複数のライブラリおよびリソース
がインストール・バンドルに付属しているため、この情報は必須です。
taleo-integrationclient.jarには、そのマニフェストに埋め込まれた完全なクラスパスが格納されているため、アプリ
ケーションのクラスパスはかなり単純です。これは、ほとんどのJRE実装で正常に機能します。クラスパスに問題が発生し
た場合は、すべてのJavaライブラリ(*.jar)をlibおよびlib/endorsedフォルダに含めることで、クラスパスを明示的に定
義することもできます。当然、クラスパスには、ホストJavaアプリケーションへの必要な参照を含める必要もあります。
Java起動コマンド自体に、最初にTaleo接続クライアントのインストール・ディレクトリを明示的に設定しま
す。これは、主に機能パック・ファイルを特定するのに必要です。次の手順では、適切なバージョンのXerces
XMLパーサーが使用されていることを確認します。最後のシステム・プロパティでは、Apache Log4Jシステ
ムを使用するようにApache Jakarta Commons Loggingプロジェクトに指示します。このような理由
で、logフォルダがクラスパスの一部になり、log4j.properties構成ファイルがそこに配置されます。起動された
クラスcom.acme.integration.ACMEIntegrationProcessは、ここでは一例としてのみ使用されているた
め、Taleo接続クライアントをホストしているJavaアプリケーションの実際のエントリ・ポイントで置き換えてください。
Taleo接続クライアントを実行するための正しいエントリ・ポイントは、com.taleo.integra-
tion.client.Client.execute()です。製品のdocs/apiフォルダにある、このメソッド用に提供されているJavaDocで
は、動作およびパラメータの値が説明されています。
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開始

目的
目的は、Taleo製品に1つのレコードをインポートし、次にそのレコードの基本情報をTCCへエクスポートすることです。
新しい候補者がTaleo Professional製品にインポートされます。この例では、候補者プロファイルのみを作成し、応募
や求人は作成しません。
以前にアップロードされた候補に関する基本情報が抽出されます。エクスポート・エディタの様々な機能を使用し
て、Taleo製品からデータを抽出する強力なカスタム問合せを作成します。
候補者の設定は次のとおりです。

• Eメール・アドレス
psmith@acme.com

• 名
Paul

• 姓
Smith

• Microsoft Word文書として用意されている履歴書
psmith_cv.doc

• 職務経歴
2011年にABC Internationalでシニア・コンサルタント
2012年前半にXYZ Inc.でアナリスト

すべての関連ファイルはC:\tcc\starterフォルダに作成されます。

スタータ・フォルダの作成
ステップ
1. Windowsデスクトップで「マイ コンピューター」をオープンします。
2. ローカル ディスク(C:)をオープンします。
3. 「ファイル」>「新規作成」>「フォルダ」。

a) 新規フォルダの名前をtccに変更します。
b) 「tcc」をダブルクリックします。

Tccがオープンし、アドレス・バーにC:\tccと表示されます。
4. 「ファイル」>「新規作成」>「フォルダ」。

a) 新規フォルダの名前をstarterに変更します。
b) 「starter」をダブルクリックします。

starterがオープンし、アドレス・バーにC:\tcc\starterと表示されます。
5. Taleo接続クライアントのインストール・フォルダにナビゲートします。

a) monitorフォルダをオープンします。
b) webフォルダをコピーします。
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c) starterフォルダに戻ります。
d) webフォルダを貼り付けます。

HTMLモニタリング・ページが正しく表示されるためには、このフォルダのグラフィック・エレメントが必要です。
6. ウィンドウを最小化します。

履歴書の作成
ステップ

1. Microsoft Wordまたは互換性があるエディタをオープンします。
2. 新規文書を作成します。
3. 「Curriculum Vitae Paul Smith」と入力します。
4. psmith_cv.docとしてC:\tcc\starterに保存します。
5. エディタをクローズします。

Taleo接続クライアントの開始
ステップ

1. Taleo接続クライアントを開始します。

まずスプラッシュ画面が表示され、次にTaleo製品のpingウィンドウがオープンします。
2. 接続先の製品をプルダウン・メニューから選択します。

pingの送信先の製品が選択されます。
3. エンドポイントを選択します。

選択したエンドポイントが本番ゾーンではなく、ステージング、開発またはテスト・ゾーンであることを確認してくださ
い。この手順の情報はTaleo Professional製品に実際にインポートされるので、元に戻すことはできません。

4. 認証情報を確認します。
5. Pingをクリックします。

Taleo製品のpingウィンドウがクローズします。TCCグラフィック・ユーザー・インタフェースがオープンします。
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インポート

インポート仕様の作成
最初のタスクは、各列が表す情報を定義して、CSV形式の要求ファイルの構造を記述するインポート仕様を作成する
ことです。

ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザード

新規インポート・ウィザード・ウィンドウがオープンします。
2. プルダウン・メニューからProfessional/Recruiting[バージョン]製品を選択します。
3. リストから候補者インポート・サービスを選択します。
4. 新規インポート仕様の作成を選択します。
5. プルダウン・メニューからマージ操作を選択します。

マージ操作は、必要に応じて、作成または更新操作に処理を委任します。レコードか存在しない場合には作成
され、存在する場合には更新されます。

6. 「終了」をクリックします。

新しいインポート仕様がインポート・エディタに表示されます。

インポート仕様の定義
ステップ

1. 「一般」タブの情報を確認し、必要に応じて修正します。
2. 「エンティティ」タブをクリックします。

エンティティ・ビューに候補者エンティティ構造が表示されます。
3. 「列」タブをクリックします。

「列」タブに、空の列リストが表示されます。
4. エンティティ構造から列リストにEmailAddressをドラッグ・アンド・ドロップします。

a) 動作セクションで、検索または参照に値を使用を選択します。
b) ターゲットが候補者であることを確認します。
c) この値もエンティティに設定を選択します。

5. エンティティ構造から列リストにFirstNameをドラッグ・アンド・ドロップします。
6. エンティティ構造から列リストにLastNameをドラッグ・アンド・ドロップします。
7. エンティティ構造をAttachedFilesまでスクロールして展開します。

a) CandidateAttachedFileを展開します。
b) エンティティ構造から列リストにFileNameをドラッグ・アンド・ドロップします。
c) エンティティ構造から列リストにFileContentをドラッグ・アンド・ドロップします。

8. 列リストの「AttachedFiles,FileContent」をクリックします。
a) 値は添付するファイルの場所ですを選択します。

フィールドが、添付するファイルのパスおよびファイル名であることを示します。
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9. エンティティ構造をTalentUserまでスクロールして展開します。

ビジネス・モデルに関しては、TalentUser関係が、候補者の一般的なプロファイルを作成する場所です。
10.エンティティ構造をProfileまでスクロールして展開します。
11.エンティティ構造から列リストにLocaleをドラッグ・アンド・ドロップします。

プロファイルの言語は必須フィールドです。

a) 列リストの「TalentUser,Profile,Locale」をクリックします。
b) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
c) Localeをヘッダー・ラベルとして入力します。

12.Profileまでスクロールして展開します。
13.エンティティ構造から列リストにDisplaySequenceをドラッグ・アンド・ドロップします。

経験の表示順序は必須フィールドです。
14.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,DisplaySequence」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp1-Sequenceをヘッダー・ラベルとして入力します。

15.エンティティ構造から列リストにOtherEmployerNameをドラッグ・アンド・ドロップします。
16.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,OtherEmployerName」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp1-Employerをヘッダー・ラベルとして入力します。

17.エンティティ構造から列リストにOtherJobTitleをドラッグ・アンド・ドロップします。
18.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,OtherJobTitle」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp1-JobTitleをヘッダー・ラベルとして入力します。

19.エンティティ構造から列リストにBeginDateをドラッグ・アンド・ドロップします。
20.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,BeginDate」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp1-BeginDateをヘッダー・ラベルとして入力します。

21.エンティティ構造から列リストにEndDateをドラッグ・アンド・ドロップします。
22.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,EndDate」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp1-EndDateをヘッダー・ラベルとして入力します。

23.エンティティ構造から列リストにDisplaySequenceをドラッグ・アンド・ドロップします。

これは、2番目の職務経歴を記述する列の先頭です。
24.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,DisplaySequence」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp2-Sequenceをヘッダー・ラベルとして入力します。
c) 動作セクションのコレクションの新規エレメントの開始を選択します。

経歴コレクションの新規エレメントの開始を示します。
d) 動作セクションの値が空の場合に列をスキップを選択します。

2番目の経歴がオプションであることを示しています。これにより、仕様がさらに柔軟になります。
25.エンティティ構造から列リストにOtherEmployerNameをドラッグ・アンド・ドロップします。
26.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,OtherEmployerName」をクリックします。
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a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp2-Employerをヘッダー・ラベルとして入力します。
c) 動作セクションの値が空の場合に列をスキップを選択します。

27.エンティティ構造から列リストにOtherJobTitleをドラッグ・アンド・ドロップします。
28.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,OtherJobTitle」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp2-JobTitleをヘッダー・ラベルとして入力します。
c) 動作セクションの値が空の場合に列をスキップを選択します。

29.エンティティ構造から列リストにBeginDateをドラッグ・アンド・ドロップします。
30.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,BeginDate」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp2-BeginDateをヘッダー・ラベルとして入力します。
c) 動作セクションの値が空の場合に列をスキップを選択します。

31.エンティティ構造から列リストにEndDateをドラッグ・アンド・ドロップします。
32.列リストの「TalentUser,Profile,Experiences,EndDate」をクリックします。

a) 列情報セクションの「ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。
b) Exp2-EndDateをヘッダー・ラベルとして入力します。
c) 動作セクションの値が空の場合に列をスキップを選択します。

インポート仕様の保存
ステップ

1. 「ファイル」>「別名保存」
2. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。

このフォルダは以前に作成しました。
3. 「candidate_merge」をファイル名として入力します。
4. 別名保存タイプとして、インポート(*_ld.xml)を選択します。
5. 「保存」をクリックします。

候補者CSVファイルの作成
ステップ

1. サンプルCSVファイルの生成 をクリックします。

インポート仕様列が設定されたサンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。
2. 列データを入力します。

a) EmailAddress: psmith@acme.com
b) FirstName: Paul
c) LastName: Smith
d) AttachedFiles,Name: psmith_cv.doc
e) AttachedFiles,Content: C:\tcc\starter\psmith_cv.doc
f) ProfileLocale: en
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g) Exp1-Sequence: 1
h) Exp1-Employer: ABC International
i) Exp1-JobTitle: Senior Consultant
j) Exp1-BeginDate: 2007-01-02
k) Exp1-EndDate: 2007-12-31
l) Exp2-Sequence: 2
m)Exp2-Employer: XYZ Inc.
n) Exp2-JobTitle: Analyst
o) Exp2-BeginDate: 2008-01-02
p) Exp2-EndDate: 2008-06-30

3. 「ファイル」>「別名保存」
4. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。
5. 「candidate_merge」をファイル名として入力します。
6. 別名保存タイプとして、CSVファイル(*.csv)を選択します。
7. 「保存」をクリックします。

インポート構成の作成
ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザード

新規構成ウィザード・ウィンドウがオープンします。
2. インポート仕様に基づくを選択します。

a) 参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を選択します。
c) 「candidate_merge_ld.xml」を選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

3. 「次」をクリックします。
4. エンドポイントを確認します。

選択したエンドポイントが本番ゾーンではなく、ステージング、開発またはテスト・ゾーンであることを確認してくださ
い。この手順の情報はTaleo Professional製品に実際にインポートされるので、元に戻すことはできません。

5. 「終了」をクリックします。

新しい構成仕様が構成エディタに表示されます。

インポート構成の定義
ステップ

1. 「一般」タブの情報を確認し、必要に応じて修正します。
2. 「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイルで、参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を参照します。
c) 「candidate_merge.csv」を選択します。
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d) 「オープン」をクリックします。
3. 「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダで、参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を選択します。
c) 「識別子」で、 をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。
d) [FILE]_[NOW]を入力します。
e) 「OK」をクリックします。

4. モニタリングタブをクリックします。
a) モニタリングを使用可能が選択されていることを確認します。
b) フォルダで、参照 をクリックします。

c) 「C:\tcc\starter」を選択します。
d) ワークフロー識別子をファイル名として再利用が選択されていることを確認します。
e) XMLモニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。
f) HTMLモニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。
g) テキスト・モニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。

5. 「送信」タブをクリックします。
a) エンドポイントを確認します。

選択したエンドポイントが本番ゾーンではなく、ステージング、開発またはテスト・ゾーンであることを確認してく
ださい。この手順の情報はTaleo Professional製品に実際にインポートされるので、元に戻すことはできま
せん。

「プレビュー」セクションに、エンドポイントのURLが表示されます。
6. ポーリング・タブをクリックします。

a) リストからエンドポイントを使用が選択されていることを確認します。
b) エンドポイントが以前と同じであることを確認します。
c) 「品質」セクションで「再試行」が選択されていることを確認します。
d) 間隔(秒)が10であることを確認します。
e) 完了試行が選択され、30に設定されていることを確認します。

7. 取得タブをクリックします。
a) リストからエンドポイントを使用が選択されていることを確認します。
b) エンドポイントが以前と同じであることを確認します。

インポート構成の保存
ステップ

1. 「ファイル」>「保存」
2. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。
3. 「candidate_merge」をファイル名として入力します。
4. 別名保存タイプとして、クライアント構成(*_cfg.xml)を選択します。
5. 「保存」をクリックします。
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インポート構成の実行
前提条件
インポート構成ファイルcandidate-merge_cfg.xmlがオープンされて選択されています。
ステップ

1. ウィンドウ>パースペクティブのオープン>ランタイム
2. 構成の実行 をクリックします。

3. モニタリング・パースペクティブを最大化します。

ワークフロー実行の詳細が表示されます。
4. 実行の完了を待機します。
5. C:\tcc\starter\candidate_merge-<datetime>.csv結果ファイルをCSVエディタでオープンします。

結果ファイルがオープンします。
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エクスポート

エクスポート仕様の作成
ステップ
1. 「ファイル」>「新規」>新規エクスポート・ウィザード

新規エクスポート・ウィザード・ウィンドウがオープンします。
2. プルダウン・メニューからProfessional/Recruiting[バージョン]製品を選択します。
3. 「フィルタ」に「c」という文字を入力します。

候補者エンティティがリストの上部に移動します。
4. 「候補者」を選択します。
5. 新規エクスポートの作成が選択されていることを確認します。
6. 「終了」をクリックします。

新しいエクスポート仕様がインポート・エディタに表示されます。

エクスポート仕様の定義
ステップ
1. 「エンティティ」をクリックします。

エンティティ・ビューに候補者のフィールドおよび関係が表示されます。
2. 「一般」タブをクリックします。

a) 「ロケール」が「英語」であることを確認します。
b) エクスポート・モードで、プルダウン・メニューからCSVレポートを選択します。
c) CSVヘッダーありを選択します。
d) CSV値デリミタを選択して、カンマ(,)を入力します。
e) CSV引用符選択して、二重引用符(")を入力します。

3. プロジェクション・タブをクリックします。
4. エンティティ構造から予測リストにEmailAddressをドラッグ・アンド・ドロップします。
5. 「追加」をクリックします。

a) 機能予測の追加を選択します。
b) 「機能」プルダウン・メニューから連結を選択します。
c) 「OK」をクリックします。

6. 「別名」にFullNameを入力します。
a) エンティティ構造から機能パラメータ・リストにLastNameをドラッグ・アンド・ドロップします。
b) LastNameを選択して、上矢印 で上部に移動します。

c) 2番目のパラメータを選択します。
d) 「データ型」プルダウン・メニューから「文字列」を選択します。
e) 後ろにスペースが付いたカンマ(, )を入力します。
f) 最後のパラメータを選択して、マイナス で削除します。
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g) エンティティ構造から機能パラメータ・リストにFirstName をドラッグ・アンド・ドロップします。
7. 「フィルタ」タブをクリックします。

a) エンティティ構造からフィルタ・リストにEmailAddressをドラッグ・アンド・ドロップします。
b) フィルタ・リストのフィルタ(次と等しい)をクリックします。
c) 最初の値がEmailAddressであることを確認します。
d) 最初のデータ型がフィールドであることを確認します。
e) 演算子が「次と等しい」であることを確認します。
f) 2番目の値に「psmith@acme.com」と入力します。
g) 2番目のデータ型が文字列であることを確認します。

エクスポート仕様の保存
ステップ

1. 「ファイル」>「別名保存」
2. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。

このフォルダは以前に作成しました。
3. 「candidate_export」をファイル名として入力します。
4. 別名保存タイプとして、エクスポート(*_sq.xml)を選択します。
5. 「保存」をクリックします。

エクスポート構成の作成
ステップ

1. 「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザード

新規構成ウィザード・ウィンドウがオープンします。
2. エクスポート仕様に基づくを選択します。

a) 参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を選択します。
c) 「candidate_export_sq.xml」を選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

3. 「次」をクリックします。
4. エンドポイントを確認します。

選択したエンドポイントがレコード・インポートに使用したものと同じであることを確認します。
5. 「終了」をクリックします。

新しい構成仕様が構成エディタに表示されます。

エクスポート構成の定義
ステップ

1. 「一般」タブの情報を確認し、必要に応じて修正します。
2. 「要求」で、事前に定義されている値を選択します。
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a) ファイルで、参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を参照します。
c) 「candidate_export_sq.xml」を選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

3. 「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。
a) フォルダで、参照 をクリックします。

b) 「C:\tcc\starter」を選択します。
c) 「識別子」で、 をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。
d) 候補者-[NOW]を入力します。
e) 「OK」をクリックします。

4. モニタリングタブをクリックします。
a) モニタリングを使用可能が選択されていることを確認します。
b) フォルダで、参照 をクリックします。

c) 「C:\tcc\starter」を選択します。
d) ワークフロー識別子をファイル名として再利用が選択されていることを確認します。
e) XMLモニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。
f) HTMLモニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。
g) テキスト・モニタリング・ファイルの作成が選択されていることを確認します。

5. 「送信」タブをクリックします。
a) エンドポイントを確認します。

選択したエンドポイントがレコード・インポートに使用したものと同じであることを確認します。

「プレビュー」セクションに、エンドポイントのURLが表示されます。
6. ポーリング・タブをクリックします。

a) リストからエンドポイントを使用が選択されていることを確認します。
b) エンドポイントが以前と同じであることを確認します。
c) 「品質」セクションで「再試行」が選択されていることを確認します。
d) 間隔(秒)が10であることを確認します。
e) 完了試行が選択され、30に設定されていることを確認します。

7. 取得タブをクリックします。
a) リストからエンドポイントを使用が選択されていることを確認します。
b) エンドポイントが以前と同じであることを確認します。

エクスポート構成の保存
ステップ

1. 「ファイル」>「保存」
2. 「C:\tcc\starter」を保存先フォルダとして選択します。
3. 「candidate_export」をファイル名として入力します。
4. 別名保存タイプとして、クライアント構成(*_cfg.xml)を選択します。
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5. 「保存」をクリックします。

エクスポート構成の実行
前提条件
エクスポート構成ファイルcandidate_export_cfg.xmlがオープンされて選択されています。
ステップ

1. ウィンドウ>パースペクティブのオープン>ランタイム
2. 構成の実行 をクリックします。

3. モニタリング・パースペクティブを最大化します。

ワークフロー実行の詳細が表示されます。
4. 実行の完了を待機します。
5. C:\tcc\starter\candidate-<datetime>.csv結果ファイルをCSVエディタでオープンします。

結果ファイルがオープンされ、抽出されたデータが表示されます。
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階層エンティティ

階層エンティティ
階層エンティティは、ツリー構造になっています。親および子で構成されています。ルート・エンティティには親がなく、他の
すべてのエンティティの祖先になっています。

タイプ
2つのタイプの階層エンティティがあります。SmartOrgのOrganization、Location、JobFieldなどの固定タイプ
と、ProfessionalのDepartmentなどの柔軟タイプです。
固定階層エンティティでは、インポート操作で特に注意が必要です。固定タイプのエンティティを作成するには、その親を
指定する必要があります。固定タイプのエンティティを削除するには、まずそのすべての子を削除するか新しい親に移動
する必要があります。
柔軟タイプのエンティティのインポート処理は通常のエンティティとほぼ同様に動作します。親なしで個別に作成すること
も、階層構造にすることもできます。依存関係がある柔軟タイプのエンティティを削除する場合は、依存関係を別のエン
ティティに再割当する必要があります。

モデル
Organizationエンティティを使用して、階層エンティティの様々なインポート操作について説明しま
す。Organizationを作成し、その複数のフィールドを更新し、再編成し、その一部を削除します。
組織の最上位は次のようになっています。
 

 
モデルを扱いやすくするために、Sales部門のみを展開しました。Sales部門は次のようになっています。
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Organizationの作成および更新が終わったら、Sales部門が再構成されます。再構成後のSales部門は次のように
なります。
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フィールド
Organizationエンティティの次のフィールドおよび関係を使用して操作を実行します。

• Code: わかりやすいキーとして使用する一意の識別子。単一言語の文字列。
• CustomerID: 統合するのために、外部システムの組織を参照するために使用する顧客識別子。単一言語の

文字列。
• Name: 組織インスタンスの名前。多言語の文字列。
• Parent, Organisation.Code: わかりやすいキーとして使用する一意の識別子。単一言語の文字列。
• Industry.Number: Taleoアプリケーションに事前にロードされている関連業種番号。整数。
• Sequence: Taleoアプリケーションのエンティティを表示する際に、デフォルトのソート順序を上書きするために指定

するソート順序。整数。

ルート・コードの検索
ルート・コードを検索するために、エンティティからルート・コードを抽出します。ルート・コード値は、作成する階層エンティ
ティの最初のレコードの親コードになります。

前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
Taleoアプリケーションを統合に使用できること。
ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規エクスポート・ウィザードの順に選択して、新規エクスポート・ウィザードを
オープンします。

新規エクスポート・ウィザードがオープンします。
2. 「製品」プルダウン・メニューで、SmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「フィルタ」に「o」という文字を入力します。
b) 「組織」をクリックします。
c) 新規エクスポートの作成を選択します。
d) 「終了」をクリックします。

新規エクスポート・エディタがオープンします。
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3. 「一般」タブで、CSVヘッダーありを選択します。

CSV属性のデフォルト値を使用します。
4. プロジェクション・タブを選択します。

a) エンティティ・ビューからプロジェクション・リストに、コード、名前およびレベルをドラッグ・アンド・ドロップします。
5. 「フィルタ」タブを選択します。

a) エンティティ・ビューからフィルタ・リストにレベルをドラッグしてレベルを選択します。
b) 下部の「データ型」ドロップダウン・メニューで「整数」を選択します。
c) 値に0を入力します。

レベル0はルート・レベルです。
6. OrgRoot-export_sq.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。

フォルダ構造は、「インストール」の項に説明されています。
7. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。
8. エクスポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-exportフォルダにナビゲートします。
c) OrgRoot-export_sq.xmlを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。
e) 「次」をクリックします。
f) エンドポイントを選択します。
g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。
9. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-exportフォルダにナビゲートします。
c) OrgRoot-export_sq.xmlを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。
10.「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-exportフォルダにナビゲートします。
c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。
d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。
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e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。
f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。
11.OrgRoot-Extract_cfg.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。
12.構成の実行 をクリックして、ワークフローが抽出を完了するのを待ちます。

13.organization-exportフォルダをオープンします。
14.CSV結果ファイルOrgRoot-export_sq-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープ

ンします。

結果
ルート・コード、組織名およびレベルがヘッダーの下に表示されます。
Code,Name,Level ROOT-ORGANIZATION,[en]=New Millenium,0

組織の作成
前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
Taleoアプリケーションを統合に使用できること。
ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープ
ンします。

新規インポート・ウィザードがオープンします。
2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「組織」をクリックします。
b) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。
c) 「テンプレート」プルダウン・メニューで、基本組織作成を選択します。
d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。
3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。
b) 値デリミタがカンマになっていること。
c) 引用符がに二重引用符になっていること。

4. 拡張: その他のインポート・オプションで、ブラウザ・ボタン をクリックします。

a) 統合プロセッサが選択されていること。
b) ダイアログ・ボックスにolfが指定されていること。
c) 追加インポート・オプションで、switch.system.maintenanceパラメータがalwaysに設定されているこ

と。
d) 「OK」をクリックします。

5. 「列」タブをクリックします。
6. 各列を選択して、列情報および動作を確認します。
7. organization-create_ld.xmlという名前でorganization-createフォルダに保存します。
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8. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。
9. CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。ROOT-CODEはTaleo製品から以前に
抽出されたルート・コードです。
Code,CustomerID,Name,ParentCode,IndustryNumber,DisplaySequence
 CPCORP0,CORP-CONPROD,Corporate Headquarters,ROOT-CODE,12,1 CPRD0,RD-
CONPROD,Research & Development,CPCORP0,12,300 CPHR0,HR-CONPROD,Human
 Ressources,CPCORP0,12,500 CPPRD0,PROD-CONPROD,Production,CPCORP0,12,400
 CPFIN0,FINANCE-CONPROD,Finance,CPCORP0,12,200 CPSAL0,SALES-
CONPROD,Sales,CPCORP0,12,100 CANSAL0,SALES-CAN,Canada,CPSAL0,12,130
 USASAL0,SALES-USA,United States of America,CPSAL0,12,110 MEXSAL0,SALES-
MEX,Mexico,CPSAL0,12,120 CANSAL1,SALES-MAR,Maritimes,CANSAL0,12,131
 CANSAL2,SALES-QC,Quebec,CANSAL0,12,132 CANSAL3,SALES-
ON,Ontario,CANSAL0,12,133 CANSAL4,SALES-PRA,Prairies,CANSAL0,12,134
 CANSAL5,SALES-BC,British Columbia,CANSAL0,12,135 USASAL1,SALES-NE,New
 England,USASAL0,12,111 USASAL2,SALES-MA,Mid-Atlantic,USASAL0,12,112
 USASAL3,SALES-SE,Southeast,USASAL0,12,113 USASAL4,SALES-CGL,Central Great
 Lakes,USASAL0,12,114 USASAL5,SALES-SGC,South / Gulf Coast,USASAL0,12,116
 USASAL6,SALES-MW,Midwest,USASAL0,12,115 USASAL7,SALES-WM,Western
 Mountains,USASAL0,12,117 USASAL8,SALES-CA,California,USASAL0,12,118
 MEXSAL1,SALES-BA,Baja California,MEXSAL0,12,126 MEXSAL2,SALES-NM,Northern
 Mexico,MEXSAL0,12,125 MEXSAL3,SALES-TB,The Bajio,MEXSAL0,12,124
 MEXSAL4,SALES-CM,Central Mexico,MEXSAL0,12,121 MEXSAL5,SALES-PC,Pacific
 Coast,MEXSAL0,12,123 MEXSAL6,SALES-YP,Yucatan Peninsula,MEXSAL0,12,122

10.organization-create.csvという名前でorganization-createフォルダにファイルを保存します。
11.TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。
12.インポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-createフォルダにナビゲートします。
c) organization-create_ld.xmlを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。
e) 「次」をクリックします。
f) エンドポイントを選択します。
g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。
13.「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-createフォルダにナビゲートします。
c) organization-create.csvを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。
14.「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。
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a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-createフォルダにナビゲートします。
c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。
d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。
e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。
f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。
15.organization-create_cfg.xmlという名前でorganization-createフォルダに保存します。
16.構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。
17.organization-createフォルダをオープンします。
18.CSV結果ファイルorganization-create-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープ

ンします。

次の結果が表示されます。
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"
 "1","","success","organization.create",,"" "2","","success","organization.create",,""
 "3","","success","organization.create",,"" ..."26","","success","organization.create",,""
 "27","","success","organization.create",,"" "28","","success","organization.create",,""

組織の更新
特定のロケール・メソッドを使用して、組織の多言語フィールドを更新します。

前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
Taleoアプリケーションを統合に使用できること。
Taleoアプリケーションに複数のアクティブな言語があること。
ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープ
ンします。

新規インポート・ウィザードがオープンします。
2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「組織」をクリックします。
b) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。
c) 「テンプレート」プルダウン・メニューで、基本組織更新を選択します。
d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。
3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。
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b) 値デリミタがカンマになっていること。
c) 引用符がに二重引用符になっていること。

4. 拡張: その他のインポート・オプションで、ブラウザ・ボタン をクリックします。

a) 統合プロセッサが選択されていること。
b) ダイアログ・ボックスにolfが指定されていること。
c) 追加インポート・オプションで、switch.system.maintenanceパラメータがalwaysに設定されているこ

と。
d) 「OK」をクリックします。

5. 「列」タブをクリックします。
6. 組織: 名前を選択します。

a) 列情報で「ヘッダー」を選択して、Name (en)をダイアログ・ボックスに入力します。
b) 動作で、値が空の場合に列をスキップを選択します。
c) 多言語フィールドを展開します。
d) ロケール・タイプで、特定のロケールをプルダウン・メニューから選択します。
e) ロケールで、「英語」をプルダウン・メニューから選択します。

7. エンティティ・ビューから名前をドラッグ・アンド・ドロップします。
a) 組織: 名前を選択します。
b) 「上へ」ボタンをクリックして、DisplaySequenceの上のName (en)の下に移動します。
a) 列情報で「ヘッダー」を選択して、Nom (fr)をダイアログ・ボックスに入力します。
b) 動作で、値が空の場合に列をスキップを選択します。
c) 多言語フィールドのロケール・タイプで、特定のロケールをプルダウン・メニューから選択します。
d) 多言語フィールドのロケールで、「フランス語」をプルダウン・メニューから選択します。

8. エンティティ・ビューから名前をドラッグ・アンド・ドロップします。
a) 組織: 名前を選択します。
b) 「上へ」ボタンをクリックして、DisplaySequenceの上のNom (fr)の下に移動します。
c) 列情報で「ヘッダー」を選択して、Nombre (es)をダイアログ・ボックスに入力します。
d) 動作で、値が空の場合に列をスキップを選択します。
e) 多言語フィールドのロケール・タイプで、特定のロケールをプルダウン・メニューから選択します。
f) 多言語フィールドのロケールで、「スペイン語」をプルダウン・メニューから選択します。

9. organization-update_ld.xmlという名前でorganization-updateフォルダに保存します。
10.サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。
11.CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。
Code,CustomerID,Name (en),Nom (fr),Nombre (es),DisplaySequence
 CPCORP0,CORP-CONPROD,Corporate Headquarters,Siège social,Domicilio
 social,1 CPRD0,RD-CONPROD,Research & Development,Recherche
 et développement,Investigatiión y desarrollo,300 CPHR0,HR-
CONPROD,Human Ressources,Ressources humaines,Recursos humanas,500
 CPPRD0,PROD-CONPROD,Production,Production,Producción,400
 CPFIN0,FINANCE-CONPROD,Finance,Finance,Finanzas,200 CPSAL0,SALES-
CONPROD,Sales,Ventes,Ventas,100 CANSAL0,SALES-CAN,Canada,Canada,Canada,130
 USASAL0,SALES-USA,United States of America,États Unis d'Amérique,Estados
 Unidos de América,110 MEXSAL0,SALES-MEX,Mexico,Mexique,Mexico,120
 CANSAL1,SALES-MAR,Maritimes,Maritimes,Marítimos,131 CANSAL2,SALES-
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QC,Quebec,Québec,Quebec,132 CANSAL3,SALES-ON,Ontario,Ontario,Ontario,133
 CANSAL4,SALES-PRA,Prairies,Prairies,Praderas,134 CANSAL5,SALES-BC,British
 Columbia,Colombie Britannique,Colombia Británica,135 USASAL1,SALES-NE,New
 England,Nouvelle Angleterre,Nueva Inglaterra,111 USASAL2,SALES-MA,Mid-
Atlantic,Atlantique centre,Atlántico central,112 USASAL3,SALES-SE,Southeast,Sud-
est,Sudeste,113 USASAL4,SALES-CGL,Central Great Lakes,Grands lacs central,Gran
 lagos central,114 USASAL5,SALES-SGC,South / Gulf Coast,Sud / Côte du
 golfe,Sur / Costa del golfo,116 USASAL6,SALES-MW,Midwest,Midwest,Midwest,115
 USASAL7,SALES-WM,Western Mountains,Montagnes de l'ouest,Montañas del
 oeste,117 USASAL8,SALES-CA,California,Californie,California,118 MEXSAL1,SALES-
BA,Baja California,Baja California,Baja California,125 MEXSAL2,SALES-NM,Northern
 Mexico,Mexique du Nord,Mexico del norte,125 MEXSAL3,SALES-TB,The Bajio,Le
 Bajio,El Bajío,124 MEXSAL4,SALES-CM,Central Mexico,Mexique central,Mexico
 central,121 MEXSAL5,SALES-PC,Pacific Coast,Côte du Pacifique,Costa del Pacífico,123
 MEXSAL6,SALES-YP,Yucatan Peninsula,Péninsule du Yucatan,Península del
 Yucatan,122

12.organization-update.csvという名前でorganization-updateフォルダにファイルを保存します。
13.TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。
14.インポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-updateフォルダにナビゲートします。
c) organization-update_ld.xmlを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。
e) 「次」をクリックします。
f) エンドポイントを選択します。
g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。
15.「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-updateフォルダにナビゲートします。
c) organization-update.csvを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。
16.「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-updateフォルダにナビゲートします。
c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。
d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。
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e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。
f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。
17.organization-update_cfg.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。
18.構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。
19.organization-updateフォルダをオープンします。
20.CSV結果ファイルorganization-update-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープ

ンします。

次の結果が表示されます。
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"
 "1","","success","organization.update",,"" "2","","success","organization.update",,""
 "3","","success","organization.update",,"" ..."26","","success","organization.update",,""
 "27","","success","organization.update",,"" "28","","success","organization.update",,""

組織の変更
前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
Taleoアプリケーションを統合に使用できること。
ステップ
1. TCCでorganization-createフォルダのorganization-create_ld.xmlをオープンします。
2. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。
3. CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。
Code,CustomerID,Name,ParentCode,IndustryNumber,DisplaySequence
 NMSAL1,SALES-NA,North America,CPSAL0,12,101 NMSAL2,SALES-EME,Europe &
 Middle East,CPSAL0,12,102 NMSAL3,SALES-ASIA,Asia,CPSAL0,12,103

4. reorganization-create.csvという名前でorganization-createフォルダにファイルを保存します。
5. TCCでorganization-createフォルダのorganization-create_cfg.xmlをオープンします。
6. 「一般」タブの「ワークフロー」で、ワークフロー識別子をReorganization-create-[NOW]に変更します。
7. 「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-createフォルダにナビゲートします。
c) reorganization-create.csvを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。
8. reorganization-create_cfg.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。
9. 構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。
10.organization-createフォルダをオープンします。
11.CSV結果ファイルreorganization-create-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオー

プンします。
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次の結果が表示されます。
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"
 "1","","success","organization.create",,"" "2","","success","organization.create",,""
 "3","","success","organization.create",,""

組織の移動
前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
Taleoアプリケーションを統合に使用できること。
ステップ
1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープ

ンします。

新規インポート・ウィザードがオープンします。
2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「組織」をクリックします。
b) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。
c) 「テンプレート」プルダウン・メニューで、基本組織移動を選択します。
d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。
3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。
b) 値デリミタがカンマになっていること。
c) 引用符がに二重引用符になっていること。

4. 拡張: その他のインポート・オプションで、ブラウザ・ボタン をクリックします。

a) 統合プロセッサが選択されていること。
b) ダイアログ・ボックスにolfが指定されていること。
c) 追加インポート・オプションで、switch.system.maintenanceパラメータがalwaysに設定されているこ

と。
d) 「OK」をクリックします。

5. 「列」タブをクリックします。
6. 各列を選択して、列情報および動作を確認します。

移動操作には、移動する組織および新しい親組織の2つのパラメータがあります。パラメータは、エンティティ・
ビューの「パラメータ」プルダウン・メニューから選択します。

7. organization-move_ld.xmlという名前でorganization-moveフォルダに保存します。
8. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。
9. CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。
"OrganizationCode","NewParentCode" CANSAL0,NMSAL1 USASAL0,NMSAL1
 MEXSAL0,NMSAL1

10.organization-move.csvという名前でorganization-moveフォルダにファイルを保存します。
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11.TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。
12.インポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-moveフォルダにナビゲートします。
c) organization-move_ld.xmlを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。
e) 「次」をクリックします。
f) エンドポイントを選択します。
g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。
13.「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-moveフォルダにナビゲートします。
c) organization-move.csvを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。
14.「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-moveフォルダにナビゲートします。
c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。
d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。
e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。
f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。
15.organization-move_cfg.xmlという名前でorganization-moveフォルダに保存します。
16.構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。
17.organization-moveフォルダをオープンします。
18.CSV結果ファイルorganization-move-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープン

します。

次の結果が表示されます。
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"
 "1","","success","organization.move",,"" "2","","success","organization.move",,""
 "3","","success","organization.move",,""
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組織の削除
前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
Taleoアプリケーションを統合に使用できること。
ステップ
1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープ

ンします。

新規インポート・ウィザードがオープンします。
2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「組織」をクリックします。
b) 次のインポート・テンプレートを使用するを選択します。
c) 「テンプレート」プルダウン・メニューで、基本組織削除を選択します。
d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。
3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。
b) 値デリミタがカンマになっていること。
c) 引用符がに二重引用符になっていること。

4. 拡張: その他のインポート・オプションで、ブラウザ・ボタン をクリックします。

a) 統合プロセッサが選択されていること。
b) ダイアログ・ボックスにolfが指定されていること。
c) 追加インポート・オプションで、switch.system.maintenanceパラメータがalwaysに設定されているこ

と。
d) 「OK」をクリックします。

5. 「列」タブをクリックします。
6. 各列を選択して、列情報および動作を確認します。

削除操作には、削除する組織および孤立に対する組織の再割当の2つのパラメータがあります。削除するエン
ティティに子がある場合は、子を新しい親に再割当できます。パラメータは、エンティティ・ビューの「パラメータ」プル
ダウン・メニューから選択します。

7. 「ReassignOrganisation」を選択して、「削除」をクリックします。
8. organization-delet_ld.xmlという名前でorganization-deleteフォルダに保存します。
9. サンプルCSVファイルの生成をクリックします。

サンプルCSVファイルがデフォルト・エディタでオープンします。
10.CSVファイルに次のデータを入力します。

最初の行はファイル・ヘッダーです。2番目の行はデータの1行目です。
OrganisationCode MEXSAL1 MEXSAL2 MEXSAL3 MEXSAL4 MEXSAL5 MEXSAL6
 MEXSAL0

親が最後のエントリであることに注意してください。親の前にすべての子が削除されます。
11.organization-delete.csvという名前でorganization-deleteフォルダにファイルを保存します。
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12.TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。
13.インポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-deleteフォルダにナビゲートします。
c) organization-delete_ld.xmlを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。
e) 「次」をクリックします。
f) エンドポイントを選択します。
g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。
14.「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-deleteフォルダにナビゲートします。
c) organization-delete.csvを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。
15.「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-deleteフォルダにナビゲートします。
c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。
d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。

識別子の選択ウィンドウがオープンします。
e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスに[FILE]-[NOW]と入力します。
f) 「OK」をクリックします。

[FILE]-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。
16.organization-delete_cfg.xmlという名前でorganization-moveフォルダに保存します。
17.構成の実行 をクリックして、ワークフローがインポートを完了するのを待ちます。
18.organization-deleteフォルダをオープンします。
19.CSV結果ファイルorganization-delete-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープ

ンします。

次の結果が表示されます。
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"
 "1","","success","organization.delete",,"" "2","","success","organization.delete",,""
 "3","","success","organization.delete",,"" "4","","success","organization.delete",,""
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 "5","","success","organization.delete",,"" "6","","success","organization.delete",,""
 "7","","success","organization.delete",,""
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フィルタ

最終実行日
最終実行日(LRD)は、日付フィールドの値に基づいてレコードをフィルタするためにエクスポート仕様で使用します。この
機能を使用すると、ワークフローの最終実行以降に作成または変更されたレコードを容易に抽出できます。
LRDはプロセスでエラーがなかった場合にのみ、抽出が完了した後に設定されます。保存される最終実行日は、プロセ
スの開始時に取得されたものです。

ファイル
成功したエクスポート・ワークフローの日時は、...\Taleo Connect Client\lastrundatesフォルダに*.lrdファイルと
して保存されます。LRDファイル名は、LRDファイルを作成および更新する構成ファイルに基づいて付けられます。たとえ
ば、Candidate_export_cfg.xmlでは、Candidate_export.lrdが作成または更新されます。
LRD値は特定の構成ファイルに関連付けられているため、LRDフィルタリングを使用す
る各エクスポート仕様をそれぞれの構成ファイルとペアにしておく必要があります。たとえ
ば、Candidate_export_sq.xmlはCandidate_export_cfg.xmlと排他的に結びつけられています。複数
のLRDエクスポート仕様を1つの構成ファイルで使用すると、保存されるLRDで競合が発生します。

遅延
デフォルトのLRDフィルタリングでは、現在のタイムゾーンから5分をマイナスした
値を使用してLRDフィルタ値が設定されます。デフォルトのLRDマイナス調整
は、com.taleo.integration.client.lrd.filtering.minute.adjustment.zone=[分数]システム・プロパティを使
用して変更できます。

最終実行日の設定
最終実行日を設定すると、初回使用の最終実行日(LRD)値が設定された*.lrdファイルが作成されます。

前提条件
LRDフィルタを使用する、対応するエクスポート仕様ファイルが存在すること。
ステップ

1. 対応するエクスポート仕様に基づいて新しい構成を作成します。
2. 構成ファイルを保存します。
3. 前処理タブをクリックします。
4. 最終実行日の準備をクリックします。
5. 日時ソースを選択します。

• TEE 7.0.5以降: タイムゾーンの日付を使用(デフォルト)。
• TEE 7.0.4以前: 現在のコンピュータの日付を使用。

6. 「変更」リンクをクリックします。
a) 日時を選択します。
b) 「OK」をクリックします。

最終実行日の値: 選択した日時が表示されます。
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数字以外の文字の除去
REGEXP_REPLACE関数を使用すれば、数字以外の文字をプロジェクションから素早く削除できます。
通常、電話番号は複数の書式で入力されます。

• (123)456-7890
• (123) 456-7890
• 123-456-7890
• 123 456-7890

例:
このプロジェクションでは、REGEXP_REPLACE関数により数字以外の文字が削除されて、同じ書
式(1234567890)で結果が出力されます。
<quer:projection alias="HomePhone"> <quer:customFunction
 name="REGEXP_REPLACE"> <quer:field path="Candidate,HomePhone"/> <quer:string>
\D</quer:string> <quer:string/> </quer:customFunction> </quer:projection>

正規表現は、他のデータ変換にも使用できる強力なツールです。

FilteringとProjectionFiltering
<filterings>と<projectionsFilterings>では、セマンティクスが異なります。ここでは、駆動表または結合表のどち
らでフィルタを使用するかを明確にします。
たとえば、Requisition -> CieLocationというモデルの問合せを作成する必要があるとします。これは、多数
のCieLocationが1つのRequisitionに対して存在するN関係になっています。
Requisitionに対する問合せを作成して、CieLocationに対するプロジェクションを追加しま
す。CieLocationに<filtering>がある場合は、フィルタ条件を満足しないRequisitionが除外されま
す。CieLocationに<projectionfiltering>がある場合は、フィルタ条件を満足しないCieLocation が除外されま
す。
つまり、<filtering>は内部結合に関するフィルタであり、<projectionfiltering>は外部結合に関するフィルタです。
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その他

コレクションからのエレメントの削除
Taleo接続クライアントでは、コレクションから特定のエレメントを削除できます。レコードを更新する際、ユーザーは新しい
エレメントを追加する前に、特定のエレメントをコレクションから削除できます。

前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
Taleoアプリケーションを統合に使用できること。

• この操作を使用できるのは、削除可能な関係に対してのみです。削除可能な関係に関する文書は、データ・
ディクショナリ・エンティティ関係要約表を参照してください。

ステップ

1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規インポート・ウィザードの順に選択して、新規インポート・ウィザードをオープ
ンします。

新規インポート・ウィザードがオープンします。
2. 「製品」で、プルダウン・メニューからSmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「ユーザー」をクリックします。
b) 新規インポート仕様の作成を選択します。
c) 「操作」プルダウン・メニューで更新します。
d) 「終了」をクリックします。

新規インポート・エディタがオープンします。
3. 「一般」タブの情報が正しいことを確認します。

a) ヘッダーありが選択されていること。
b) 値デリミタがカンマになっていること。
c) 引用符がに二重引用符になっていること。

4. 「列」タブをクリックします。
5. ユーザー検索キーを選択します。

a) User.CorrespondenceEmailをエンティティ構造から列リストにドラッグします。
b) 動作セクションで、検索または参照に値を使用を選択します。

6. ユーザー・アカウントからグループを削除する列を追加します。
a) UserAccount,Groups,Descriptionをエンティティ構造から列リストにドラッグします。
b) 列リストでUserAccount,Groups,Descriptionを選択します。
a) 動作セクションで、検索または参照に値を使用を選択します。
b) 動作セクションで、コレクションからエレメントを削除を選択します。

コレクションから複数のエレメントを削除するには、ステップを必要な回数繰り返します。動作セクションで、2番目
以降の項目に対して"コレクションの新規エレメントの開始"を選択します。
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言語コードのエクスポート
言語コードはCSVレポート形式でエクスポートできます。ユーザーは多言語フィールドに関連付けられている言語コードを
識別して、エクスポートされた文字列をロケールと照合できます。

前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
Taleoアプリケーションを統合に使用できること。
ステップ
1. TCCで、「ファイル」>「新規」>新規エクスポート・ウィザードの順に選択して、新規エクスポート・ウィザードを

オープンします。

新規エクスポート・ウィザードがオープンします。
2. 「製品」プルダウン・メニューで、SmartOrg [バージョン]を選択します。

a) 「フィルタ」に「o」という文字を入力します。
b) 「組織」をクリックします。
c) 新規エクスポートの作成を選択します。
d) 「終了」をクリックします。

新規エクスポート・エディタがオープンします。
3. 「一般」タブの「その他の情報」のエクスポート・モードで、プルダウン・メニューからCSVレポートを選択し、ヘッダー

ありを選択します。
4. 「一般」タブの「その他の情報」で、CSVヘッダーありを選択します。

CSV属性のデフォルト値を使用します。
5. プロジェクション・タブを選択します。
6. エンティティ・ビューからプロジェクション・リストに名前をドラッグ・アンド・ドロップします。

a) プロジェクション・リストで「名前」を選択します。
b) 「別名」を選択して、ParentNameをダイアログ・ボックスに入力します。
c) フィールド・オープン・ウィンドウ・ボタンをクリックします。 

d) デフォルト・ロケールのみで値を表示を選択します。
e) 「OK」をクリックします。

7. エンティティ・ビューからプロジェクション・リストにコードをドラッグ・アンド・ドロップします。
a) プロジェクション・リストで「コード」を選択します。
b) 「別名」を選択して、ParentCodeをダイアログ・ボックスに入力します。

8. エンティティ・ビューからプロジェクション・リストに「Children,Name」をドラッグ・アンド・ドロップします。

ChildrenおよびBaseCompositeを展開して、名前を公開します。

a) プロジェクション・リストでChildren,Nameを選択します。
b) 「別名」を選択して、ChildNameをダイアログ・ボックスに入力します。
c) フィールド・オープン・ウィンドウ・ボタンをクリックします。 

d) すべてのロケールで値を表示を選択します。
e) 「OK」をクリックします。

9. 「追加」をクリックします。
a) 多言語フィールド・プロジェクションの追加を選択します。
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b) 「OK」をクリックします。
c) 多言語フィールド・プロジェクションを選択します。
d) 「別名」を選択して、ChildLocaleをダイアログ・ボックスに入力します。
e) 「フィールド」プルダウン・メニューから「ロケール」を選択します。
f) 「下位エレメント」関係を「関係」ダイアログ・ボックスにドラッグ・アンド・ドロップします。

10.「フィルタ」タブを選択します。
a) エンティティ・ビューからフィルタ・リストにコードをドラッグしてコードを選択します。

デフォルトでは、最初の「値」は「コード」、「データ型」は「フィールド」、「演算子」は「次と等しい」に設定されま
す。

b) 2番目の「値」をCPCORP0に設定します。
c) 2番目の「データ型」にプルダウン・メニューから「文字列」を選択します。

11.OrgLocale-export_sq.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。

フォルダ構造は、「インストール」の項に説明されています。
12.TCCで、「ファイル」>「新規」>新規構成ウィザードの順に選択して、新規構成ウィザードをオープンします。

新規構成ウィザードがオープンします。
13.エクスポート仕様に基づくを選択します。

a) ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-exportフォルダにナビゲートします。
c) OrgLocale-export_sq.xmlを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。
e) 「次」をクリックします。
f) エンドポイントを選択します。
g) 「終了」をクリックします。

新規構成エディタがオープンします。
14.「一般」タブの「要求」で、事前に定義されている値を選択します。

a) ファイル・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「ファイルの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-exportフォルダにナビゲートします。
c) OrgLocale-export_sq.xmlを選択します。
d) 「オープン」をクリックします。

ファイル・パスおよび名前がダイアログ・ボックスに表示されます。
15.「一般」タブの「応答」で、識別子を使用して生成済を選択します。

a) フォルダ・ブラウザ・ボタン をクリックします。

「フォルダの選択」ウィンドウがオープンします。
b) organization-exportフォルダにナビゲートします。
c) 「OK」をクリックします。

ファイル・パスがダイアログ・ボックスに表示されます。
d) 識別子ブラウザ・ボタン をクリックします。
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識別子の選択ウィンドウがオープンします。
e) 「テンプレート」ダイアログ・ボックスにOrgLocale-[NOW]と入力します。
f) 「OK」をクリックします。

OrgLocale-[NOW]がダイアログ・ボックスに表示されます。
16.OrgLocale-Extract_cfg.xmlという名前でorganization-exportフォルダに保存します。
17.構成の実行 をクリックして、ワークフローが抽出を完了するのを待ちます。

18.organization-exportフォルダをオープンします。
19.CSV結果ファイルOrgLocale-yyyyMMddTHHmmss.csvをCSVエディタまたはメモ帳でオープンします。

結果
ParentName,Parentcode,ChildName,ChildLocale Corporate
 Headquarters,CPCORP0,Research & Development,en Corporate
 Headquarters,CPCORP0,Investigatiión y desarrollo,es Corporate
 Headquarters,CPCORP0,Recherche et développement,fr Corporate
 Headquarters,CPCORP0,Human Ressources,en Corporate
 Headquarters,CPCORP0,Recursos humanas,es Corporate
 Headquarters,CPCORP0,Ressources humaines,fr Corporate
 Headquarters,CPCORP0,Production,en Corporate Headquarters,CPCORP0,Producción,es
 Corporate Headquarters,CPCORP0,Production,fr Corporate
 Headquarters,CPCORP0,Finance,en Corporate Headquarters,CPCORP0,Finanzas,es
 Corporate Headquarters,CPCORP0,Finance,fr Corporate Headquarters,CPCORP0,Sales,en
 Corporate Headquarters,CPCORP0,Ventas,es Corporate Headquarters,CPCORP0,Ventes,fr

CSVの多言語フィールド・サポート

言語トークン
多言語CSV列ヘッダーには、列定義に適用される指示を含む特殊なトークンが追加されています。これは、対応する
ロード・ファイルを変更せずに、既存のCSVファイルに多言語フィールド列を追加して、新しい言語を追加できるようにす
るために使用します。
CSV多言語フィールド・サポートをTCC-TCBで使用するには、次のようにします。

• CSVファイルのプロパティ・セクションには、"csv.multilingual=true"プロパティを含める必要があります。プロパティ
名では大文字と小文字が区別されるので小文字にする必要があります。

• CSVヘッダーを指定する必要があります。つまり、ロード・ファイルの"ヘッダーあり"を選択する必要があり、CSV入力
ファイル・データの最初の行がヘッダーである必要があります。

• すべてのCSVファイル・ヘッダー名が、ロード・ファイルに指定されている列パスまたは列別名(ヘッダー)と一致している
必要があります。

新しい多言語フィールド列を追加するには、この多言語フィールドの少なくとも1つの列がロード・ファイルにすでに存在し
ている必要があります。CSVファイルに追加する新しい列ヘッダーは、そのフィールドのロード・ファイルに定義されているす
べての既存の列ヘッダーの後に配置する必要があります。新しいヘッダーを最後の既存のヘッダーの直後に配置する必
要はなく、行の最後に配置することもできます。
ロケールを指定するには、トークン[locale=xx]をヘッダー名の最後に使用する必要があります(ここでxxは"fr"などの
指定ロケールです)。"locale"トークンでは大文字と小文字が区別されるので小文字にする必要があります。
例
元のCSVファイル:
Identifier,"UserLoginname","Title","ManagerLoginname"
 abc123,abc123,architect,manager123
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多言語フィールドが追加されたCSVファイル:
#BEGINPROPERTIES
 csv.multilingual=true ....#ENDPROPERTIES Identifier,"UserLoginname","Title","Title
 [locale=fr]", "Title [locale=es]","ManagerLoginname"
 abc123,abc123,architect,architecte,arquitecto,manager123

注意: ロード・ファイルに定義されている最初の多言語フィールド列のロケール情報はオプションです。

• CSVファイルにロケールが指定されていない場合は、ロード・ファイルからロケール情報が取得されます。
• CSVファイルにロケールが指定されており、"csv.multilingual=true"プロパティが設定されている場合は、ロード・

ファイルからのロケール情報が常に上書きされます。

特定のロケールを使用するCSVファイル:
#BEGINPROPERTIES
 csv.multilingual=true ....#ENDPROPERTIES Identifier,"UserLoginname","Title
 [locale=fr]","ManagerLoginname" abc123,abc123,architecte,manager123
内部ロード・ファイル
一連の追加多言語列をTCCがロードする際に、CSVファイルの構造と一致する内部ロード・ファイルが作成されます。
新しい列の属性値は、ロード・ファイルに定義されている最初の多言語列からコピーされます。このロケール・トークン値に
よって、新しい列ごとにロケール属性値が設定されます。
元のロード・ファイル
<load:column parameter="1" type="DATA" path="CorrespondenceEmail"
 ignoreEmpty="true" localeType="NONE"/> <load:column parameter="1" type="DATA"
 path="Title" ignoreEmpty="true" localeType="DEFAULT"/> <load:column parameter="1"
 path="Department,CostCenter" searchType="NONE" localeType="DEFAULT" type="DATA"/
>

新しいCSVファイル
#BEGINPROPERTIES csv.multilingual=true
 #ENDPROPERTIES CorrespondenceEmail,Title,"Title [locale=fr]",
 "Department,CostCenter","Department,CostCenter [locale=fr]"
 abc123@xyz.com,plumber,plombier,plumbing,plomberie

内部ロード・ファイル
<load:column parameter="1" type="DATA" path="CorrespondenceEmail"
 ignoreEmpty="true" localeType="NONE"/> <load:column parameter="1" type="DATA"
 path="Title" ignoreEmpty="true" localeType="DEFAULT"/> <load:column
 parameter="1" type="DATA" path=" Title" ignoreEmpty="true" localeType="SPECIFIC"
 localeValue="fr"/> <load:column parameter="1" path="Department,CostCenter"
 searchType="NONE" localeType="DEFAULT" type="DATA"/> <load:column parameter="1"
 path="Department,CostCenter" searchType="NONE" localeType="SPECIFIC"
 localeValue="fr" type="DATA"/>

新しい列のロケール属性のみが異なり、他は同じであることに注意してください。

標準の名前が設定されたUDFのエクスポート
XMLを修正せずに、TCCを使用して、標準フィールドと同じ名前が設定されたUDFをエクスポートする方法。
UDFと標準フィールドが同じ名前を共有している場合は、標準フィールドがエクスポートされます。UDFが選択項目であ
る場合は、コードの摘要をエクスポートしようとするとエラー・メッセージが表示されます。
フィールド名に"CustomField:"を追加すると、この問題を回避できます。
たとえば、"Candidate,Prefix"は標準フィールドです。UDFを抽出するに
は、"Candidate,CustomField:Prefix"を使用する必要があります。
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選択項目のUDFについても同様に、"Candidate,CustomField:Prefix,Description"とする必要があります。

RSOFFERモジュールとの統合
候補選択ワークフローにRSOFFERが含まれている場合、TCCを使用した統合に様々な制限があります。
次のタスクはTCCを使用して実行できます。

• TCCでドラフト・オファーをエクスポートし、オファー番号をキーとして再びインポートできます。たとえば、給与、ペイ・
ベース、支払周期ベースの更新に使用します。

• 一部の手動の手順を実行した後、TCCで"承認保留"のデータをインポートし、事前に定義された承認リストに基づ
いて"承認されたオファー"として再びインポートできます。

次のタスクはTCCを使用して実行できません。

• 新しいオファー・レコードは作成できません。
• CSW MOVE操作を使用して、ステップおよびステータスからRSOFFERモジュール内の別のステップおよびステータス

に移動できません。
• TCCを使用して、オファー承認を要求できません。手動プロセスにする必要があります。

一時ファイルの圧縮
一時ファイルの圧縮機能がデフォルトでアクティブ化されるようになりました。圧縮された一時ファイルの拡張子
は"tmp"ではなく"zip"になりました。
この機能により、次の効果があります。

• 32ビットJDKに起因する4GBの最大ファイル・サイズ制限に到達するリスクが軽減されます。
• 各ワークフロー・ステップ間の通信速度が増大されます。
• ディスク・スペースが節約されます。

TCCのインストール・パスにあるTaleoConnectClient.iniファイルに次のパラメータを追加すれば、圧縮モードを非アク
ティブ化できます。
-Dcom.taleo.integration.compress.tempfile=false(またはFALSE)
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摘要

操作
正味変更操作は、顧客のシステムをTaleo Enterpriseアプリケーションと同期するのに必要なトランザクションの量の
削減を可能にすることによりTCCの機能を拡張します。

目的
正味変更操作により、Taleoアプリケーションに必要な変更のみを送信することが不可能で、特定のタイプのエンティティ
のためにすべてのデータを送るしかないという場合に、更新プロセスの効率を上げることができます。
正味変更では送信されるデータをチェックし、変更されていないデータを転送から削除します。これによってデータベースに
対して適用されるデータの量を制限でき、ボリューム制限を従うのが容易になることから、統合プロセスが改善されます。

プロセス
正味変更では、フラット・ファイルのプロプライエタリなデータベース・システムを使用してターゲット・アプリケーション(例:
Taleo採用)と同等のデータを保存します。正味変更セットアップであれ継続実行であれ、最初に使用するときにエン
ティティとエンティティが1対1になるように正味変更テーブルが作成されます。この情報は、顧客のシステムとターゲット・ア
プリケーションの同期に使用されます。
顧客のデータは標準のTCC CSVファイルで用意する必要があります。このファイルの構造はTCCインポート・ウィザード
で作成する必要があります。顧客は正味変更プロセスを適用するエンティティを選択し、エンティティ・データ・モデル中の
使用可能なエンティティ・フィールドを選択することによりCSVファイル構造を作成します。標準の正味変更テンプレート
が用意されています。
正味変更ワークフローは標準のTCC構成ファイルで定義されます。
正味変更プロセスを開始するには、TCC実行モード(GUIまたはコマンド・ライン)を呼び出す必要があります。顧客デー
タCSVファイルが正味変更によって取得および処理されます。このとき、顧客データが正味変更データベースと比較さ
れ、検出された違いに対してトランザクションが生成されます。この計算の出力は、ターゲット・アプリケーションを更新する
のに必要なすべてのトランザクションが格納されたT-XMLファイルです。それからこのT-XMLファイルはSOAPエンベロープ
にラップされ、ターゲット・アプリケーションに送信されます。
TCCはターゲット・アプリケーションのインポート要求の完了をポーリングし、結果ドキュメントの準備ができ次第それを取
得します。結果プロセッサの出力は、正味変更トランザクションのステータスおよび処理された各エンティティの属性が格
納された、SOAPでラップされたT-XMLファイルです。このT-XML出力ファイルは標準のTCC CSV応答文書に変換さ
れます。
正味変更結果プロセッサでは各トランザクションの回答を検証し、ターゲット・アプリケーションによって正しく処理されたも
のは正味変更データベースにコミットされます。エラーがレポートされたトランザクションはコミットされず、次に正味変更が
実行されたときに再度処理されます。これで、エンティティがアプリケーションおよび顧客データベースで同期されます。

マスター・スレーブのコンセプト
正味変更を使用して顧客データとターゲット・アプリケーション・データを同期する際、マスター・スレーブのコンセプトに常
に従う必要があります。顧客データがマスターで、ターゲットに複製された修正済データがスレーブです。変更は常にマス
ター(CSVファイル)で行う必要があります。正味変更を使用してターゲット(スレーブ)に複製された修正済データは決し
て変更しないでください。
特定のビジネス・ケースでは、マスター・スレーブの関係の下に正味変更で管理されるデータは一部のみで、残りのデータ
はターゲット・アプリケーションが自分だけでわかっていてそれを管理するということがあります。候補者エンティティはそのよ
い例です。候補者には外部と内部の2種類があります。内部候補者は顧客システム(マスター)が管理し、外部候補者
はTaleoエンタープライズ・システム(スレーブ)が管理します。ターゲット・システムと同期する必要があるのは内部候補者
のみです。
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採用エンティティ
候補者
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、CSVファイルで指定されているとおりに「社内応

募」を'N'に設定します。
• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、CSVファイルで指定されているとおりに「社内

応募」を'Y'に設定します。

部門
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、「部門のStateNumber」を'1' (非アクティ

ブ)に設定します。
• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、「部門のStateNumber」を'0' (アクティブ)に

設定します。

部門は階層エンティティです。
階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更セットアップが完全に終わっている必要があります。
階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合に列をスキップ"を選択する必要があります。そうでないと、親列
が空であるためルート要素をインポートできません。

ジョブ・テンプレート
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、「ジョブ・テンプレートの状態番号」を'3' (非アク

ティブ)に設定します。
• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、「ジョブ・テンプレートの状態番号」を'1' (アク

ティブ)に設定します。

LUDS (UDSエレメント)
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、「UDSエレメントをアクティブ」属性をfalse (非

アクティブ)に設定します。
• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、「UDSエレメントをアクティブ」属性をtrue (ア

クティブ)に設定します。

LUDS (UDSエレメント)正味変更インポート・ファイル(ロード・ファイル)が正しく動作するには、同じパスに定義され
た2つの列が必要です。
最初の列はUDSエレメントが格納されたユーザー定義の選択(UDS)を定義します。これは、キーがUDS+UDSエレメ
ントであるため必須です。

• この列には"UserDefinedSelection,Code"が含まれています。
"この値を検索や参照に使用"を選択します。
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UDSエレメントを「ターゲット」として選択します。

2番目の列はどのUDSにUDSエレメントが属するかを定義します。

• この列には"UserDefinedSelection,Code"が含まれています。
"この値を検索や参照に使用"を選択します。
UserDefinedSelectionを「ターゲット」として選択します。
"コレクションの新しい要素を起動"を選択します。
UserDefinedSelectionを「ターゲット」として選択します。

SmartOrgエンティティ

従業員
• 作成: まず復元操作、それからマージ操作を呼び出します。存在しない場合は従業員が作成され、存在する場合

は更新されます。
• 更新: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 削除: 従業員のソフト削除を実行する削除操作を呼び出します。
• 復元: まず復元操作を呼び出します。従業員が復元されたら、マージ操作を呼び出して従業員を更新します。

従業員は階層エンティティです。
階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更セットアップが完全に終わっている必要があります。
階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合に列をスキップ"を選択する必要があります。そうでないと、親列
が空であるためルート要素をインポートできません。

グループ
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
• 削除: エンティティの削除操作を呼び出します。
• 復元: ハード削除されたものは復元できません。

ジョブ・フィールド
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
• 削除: エンティティの削除操作を呼び出します。
• 復元: ハード削除されたものは復元できません。
• 特殊処理: ゾーンがメンテナンス・モードでない場合はメンテナンス・モードに切り替え、作成、更新および削除処理

を実行します。

ジョブ・フィールドは階層エンティティです。
階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更セットアップが完全に終わっている必要があります。
階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合に列をスキップ"を選択する必要があります。そうでないと、親列
が空であるためルート要素をインポートできません。

場所
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
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• 削除: エンティティの削除操作を呼び出します。
• 復元: ハード削除されたものは復元できません。
• 特殊処理: ゾーンがメンテナンス・モードでない場合はメンテナンス・モードに切り替え、作成、更新および削除処理

を実行します。

場所は階層エンティティです。
階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更セットアップが完全に終わっている必要があります。
階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合に列をスキップ"を選択する必要があります。そうでないと、親列
が空であるためルート要素をインポートできません。

組織
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新/移動操作を呼び出します。更新ではトランザクションを最大2つまで生成でき、1つは更

新用、1つは移動用です。更新では親フィールド以外のフィールドの変更についてエンティティの更新操作を呼び出し
ます。親フィールドで変更が検出された場合、更新では組織を別の親にリンクする移動操作を呼び出します。

• 削除: エンティティの削除操作を呼び出します。
• 復元: ハード削除されたものは復元できません。
• 特殊処理: ゾーンがメンテナンス・モードでない場合はメンテナンス・モードに切り替え、作成、更新および削除処理

を実行します。

組織は階層エンティティです。
階層エンティティの場合、正味変更の通常使用の前に正味変更セットアップが完全に終わっている必要があります。
階層エンティティの場合、親列に対して"値が空の場合に列をスキップ"を選択する必要があります。そうでないと、親列
が空であるためルート要素をインポートできません。

ポジション
• 作成: エンティティのマージ操作を呼び出します。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
• 削除: 非アクティブ化します。エンティティの更新操作を呼び出して、「ポジションをアクティブ」属性をfalse (非アク

ティブ)に設定します。
• 復元: 再アクティブ化します。エンティティのマージ操作を呼び出して、「ポジションをアクティブ」属性をtrue (アクティ

ブ)に設定します。

ユーザー
• 作成: まず復元操作、それからマージ操作を呼び出します。存在しない場合はユーザーが作成され、存在する場

合は更新されます。
• 更新: エンティティの更新操作を呼び出します。
• 削除: ユーザーのソフト削除を実行するエンティティ削除操作を呼び出します。
• 復元: まず復元操作を呼び出します。ユーザーが復元されたら、マージ操作を呼び出してユーザーを更新します。

正味変更統合の作成
ステップ

1. TCCインポート・スクリプトを作成します。
2. インポート・スクリプトの指定された列に対する完全なデータ・セットを含むベース・ファイルを作成します。
3. TCCインポート・スクリプトを使用してTCC正味変更セットアップ構成ファイルを作成します。
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4. TCCスクリプトを実行して正味変更セットアップを実行します。

これにより、TCCがインストールされているコンピュータに正味変更表がローカルに作成され、データが移入されま
す。

5. 同じTCCインポート・スクリプトを使用してTCC正味変更計算構成ファイルを作成します。
6. TCCスクリプトを実行して正味変更計算を実行します。

これにより、正味変更表およびTaleoデータベースが更新されます。
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ファイルのインポート

CSVおよびロード・ファイル
正味変更が機能するためには、インポート定義ロード・ファイルとCSVデータ・ファイルが必要です。これらの2つのファイル
は正味変更によって、セットアップおよび計算の両方の実行で使用されます。

CSVファイル
正味変更では、入力としてTCC CSVファイルを使用できます。このファイルにはエントリとしてすべての顧客データが格納
されている必要があります。次のように使用されます。

1. セットアップ中に正味変更データベースを作成するための参照として使用されます。
2. 正味変更データベースと比較して計算中の変更を検出します。

ロード・ファイルの作成
CSVファイルの構造を定義する正味変更ロード・ファイルを作成するには、インポート・ウィザードを使用します。

「net-change」操作を選択します。この操作は正味変更でサポートされているエンティティに対してのみ表示されま
す。

列のインポート・オプション

エンティティのキー列
エンティティには検索キーが必要です。キーは1つ以上のフィールドで構成できます。このキーは正味変更データベース内
の対応する情報を取得するのに使用します。
新しいエンティティを作成するかまたは既存のエンティティを更新するには、「動作」セクションで"この値を検索や参照に
使用"および"この値をエンティティにも設定"を選択します。作成操作で"この値をエンティティにも設定"が選択されてい
ない場合、特定のエンティティ・タイプでは明確なキー値なしでレコードが作成されるため、後から更新のためにこれらのレ
コードを検索することはできなくなります。他のエンティティ・タイプについては、レコードが作成されず、エラー・メッセージが
返されます。
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コレクション
"コレクションのリセット"および"コレクションからの要素の削除"は選択しないでください。正味変更プロセスは自動的にコ
レクションの同期を管理するように設計されています。

値が空の場合に列をスキップ
値がないフィールドが処理されるのを回避するために、「動作」セクションで「値が空の場合に列をスキップ」を選択しま
す。
組織、場所、ジョブ・フィールドおよび部門などの、ルート要素の親列に値がない階層エンティティは何があっても処理さ
れます。
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コレクションの処理
コレクションに対して「値が空の場合に列をスキップ」オプションを使用する場合、次のルールの理解および適用が重要に
なります。

1. CSVファイルにおいて、コレクション要素は場所に依存しません。そのため、コレクションのいくつかの列に対しての
み「値が空の場合に列をスキップ」オプションを設定しても意味がありません。

2. 「値が空の場合に列をスキップ」オプションはコレクション全体に適用されます。コレクションの個々の要素に対して適
用されるのではありません。

3. すべての要素が空の場合、コレクションは空になります。

単純なコレクション
JobShiftのコレクションがあるCandidate。
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CSVファイルでJobShiftが最大3つまでサポートされているとします。

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com DayJob OnCall

ルール1:
CSVファイルにおいて、コレクション要素は場所に依存しません。そのため、コレクションのいくつかの列に対してのみ「値が
空の場合に列をスキップ」を設定しても意味がありません。
次のCSVファイルは上記とまったく同じ意味になります。

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com OnCall DayJob

ここのポイントは、DayJob値がJobShift1.Code列に関連付けられていない点です。これはJobShiftsコレクション
の1要素であるにすぎません。正味変更エンジンはコレクションのすべての要素をロードし、データベース内の要素と比較
します。
ルール2
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「値が空の場合に列をスキップ」オプションはコレクション全体に適用されます。コレクションの個々の要素に対して適用さ
れるのではありません。
1回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com DayJob OnCall

エンジンではDayJobおよびOnCallジョブ・シフト値をJobShiftsコレクションに追加します。
2回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com DayJob

OnCallジョブ・シフトはコレクションからなくなりました(空になりました)が、全体のコレクションそのものは空ではありませ
ん。正味変更エンジンは、OnCallジョブ・シフトをJobShiftsコレクションから削除するコマンドを生成します。
ルール3
すべての要素が空の場合、コレクションは空になります。
「値が空の場合に列をスキップ」オプションは次のシナリオの場合にのみ適用されます。
1回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com DayJob OnCall

DayJobおよびOnCallがJobShiftsコレクションに追加されました。
2回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

JobShift 1.

Code

JobShift 2.

Code

JobShift 3.

Code

cand_001@email.com

「値が空の場合に列をスキップ」オプションがJobShift1.Code、JobShift2.Code、JobShift3.Code列に対して設
定されている場合、空の値は無視(スキップ)されます。
複雑なコレクション
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2つのStudyをサポートするCSVファイルについて考えてみましょう。

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com1 College A 2 University Z

ルール1
CSVファイルにおいて、コレクション要素は場所に依存しません。そのため、コレクションのいくつかの列に対してのみ「値が
空の場合に列をスキップ」を設定しても意味がありません。
次のCSVファイルは上記とまったく同じ意味になります。
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Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com2 University Z 1 College A

ルール2
「値が空の場合に列をスキップ」オプションはコレクション全体に適用されます。コレクションの個々の要素に対して適用さ
れるのではありません。
1回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com1 College A 2 University Z

エンジンでは1、College Aおよび2、University Zの研究をStudiesコレクションに追加します。
2回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com1 College A

2 - University Z値はコレクションからなくなりました(空になりました)が、全体のコレクションそのものは空ではありませ
ん。正味変更エンジンでは2 – University Z研究要素をStudiesコレクションから削除するコマンドを生成します。
ルール3
すべての要素が空の場合、コレクションは空になります。
次のコレクションでは、「値が空の場合に列をスキップ」オプションは次のシナリオの場合にのみ適用されます。
1回目の実行:

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com1 College A 2 University Z

1、College Aおよび2、University Zが候補者のStudiesコレクションに追加されます。
2回目の実行:
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Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com

「値が空の場合に列をスキップ」オプションがStudiesコレクションのすべての
列(Study1.DisplaySequence、Study1.Institution.Description、Study2.DisplaySequenceおよ
びStudy2.Institution.Description)に設定されている場合、空の値は無視(スキップ)されます。
次のコレクションは空とは見なされません。

Candidate.

EmailAddress

Study1.

Display

Sequence

Study1.

Institution.

Description

Study2.

Display

Sequence

Study2.

Institution.

Description

cand_001@email.com1

注: "値が空の場合に列をスキップ"オプションをコレクションの1つの要素に対してのみ設定した場合、正味変更エンジン
はこのオプションを自動的にコレクションの他の要素に対しても設定します。それで、このオプションはコレクションのすべて
の要素に対して同じように設定することを習慣にするのはよいことです。
無視する列
顧客のシステムに、内部的にのみ使用される既知の列がある場合があります。処理されない、無視する列を指定できま
す。これを定義するには、「追加」ボタンをクリックし、"無視する列の追加"を選択して「OK」をクリックします。
 

 
列のデフォルトの値
顧客のCSVファイルに値が設定されていない列に、デフォルト値を指定できます。たとえば、フィール
ドUser.CorrespondenceLanguageのデフォルト値として英語を使用するには、列の拡張オプションでデフォルト
値を"en"に設定します。

表 1 : 列の拡張オプション
名前 可能な値

default.value "en"
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"値が空の場合に列をスキップ"が選択されている場合は、"列のデフォルトの値"の処理は実行されません。
 

 

更新不可の列
フィールド値によっては、ターゲット・アプリケーションに1度のみ、通常は作成操作のときに送信すればよいものがありま
す。列が更新不可として定義されると、その列に含まれるフィールド値は、更新操作ではターゲット・アプリケーションに送
信されません。
この拡張オプションは正味変更に固有のものです。他のTCC機能では使用されません。列の拡張オプションで「更新可
能」値をfalseに設定します。

表 2 : 列の拡張オプション

名前 可能な値

updatable • true (デフォルト)
• false
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すべての列を定義したら、入力ファイルを保存してCSVファイルを生成します。

正味変更の部分ロード
正味変更の部分ロード処理インストラクションでは、コレクション・タイプ関係項目の抽出を、正味変更のセットアップ中
に顧客データ・ファイルで指定したもののみに制限できます。関係項目のこのサブセットは、正味変更データベースにデー
タを移入するのに使用します。これにより、顧客はゾーンで削除を作成しなくても正味変更の継続実行で部分コレクショ
ン・データ・セットに対して作業できます。
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• netchange.load.partial
指定可能な値はtrue (大文字小文字の区別なし)またはfalseです。true以外はすべてfalseとみなされます。

 

 
関係ではなくフィールドにこの処理インストラクションを設定しても効果はありません。

複数パラメータ・エンティティ
ユーザー、組織、場所およびJobFieldのエンティティ・インポート・サービスには複数のパラメータがあります。
正味変更CSVロード・ファイルの作成中、サービスのすべての有効なパラメータは必ずこのファイルに含める必要がありま
す。そうなっていない場合、正味変更は失敗します。
ユーザー・インポート・サービスには3つのパラメータがあります。
1. User
2. Password
3. ForceChangePassword
単純パラメータPasswordおよびForceChangePasswordと、CSVファイルの「ユーザー」エンティティ・パラメータの少
なくとも1つのフィールドを含める必要があります。
組織、場所およびJobFieldインポート・サービスには2つのパラメータがあります。
1. Organization, Location, or JobField
2. Sequence
単純パラメータSequenceと、CSVファイルのOrganization, Location, or JobFieldエンティティ・パラメータの少な
くとも1つのフィールドを含める必要があります。
値が含まれない可能性のある列については、「動作」セクションで"空の場合にスキップ"を選択してください。

階層ツリー
正味変更では、階層ツリーの一部であるエンティティに特別な処理ルールのセットを適用します。たとえば、親ノードを
削除する前に、そのすべての子が削除されている必要があるなどです。正味変更では、階層ツリー全体を再作成して、
ターゲット・アプリケーションの同期に必要な操作を正しく順序付けします。
階層エンティティ:

• 部門
• 従業員
• JobField
• 場所
• 組織

階層エンティティには、完全と部分の2つのモードがあります。完全モードでは、単一のルート要素のみが許可され、部分
モードでは複数のルート要素が許可されます。階層エンティティでは、デフォルトのモードは完全です。従業員エンティティ
では、完全と部分が可能です。
顧客入力のCSVファイルには、階層ツリーのデータ・セット全体が含まれている必要があります。CSVファイルの最初の行
はルート要素である必要があり、親は含まれません。親列で、「値が空の場合に列をスキップ」が選択されていることを確
認します。部分モードでは、CSVファイルでルート要素がその子よりも前になる必要があります。次の例の一部を参照し
てください。

例:
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完全

"Code(Child)","Parent,Code","Description",..."-1",,"Organization",..."DIV-A","-1","Division
 A",..."DIV-B","-1","Division B",..."T1","DIV-A","Team 1",..."T2","DIV-A","Team
 2",..."T3","DIV-B","Team 3",...

例:
部分

"Code(Child)","Parent,Code","Description",..."-1",,"Boss",..."MNG-A","-1","Manager
 A",..."E1","MNG-A","Employee 1",..."E2","MNG-A","Employee 2",..."MNG-B",,"Manager
 B",..."E3","MNG-B","Employee 3",...

エラー
エラーを回避するには、階層エンティティを適切に処理する必要があります。階層エンティティ(HE)で正味変更を使用す
る場合にエラーが発生する主な原因は、次の3つです。

1. 存在しない親関係を使用した場合。
Monarchに存在しない親を示すHEを作成するたびに、次のようなエラーが発生します。
Monarch機能エラー: このキーに関連付けられている親ノードが見つかりませんでした: …

2. 部分"ツリー"を使用した場合。
部分"ツリー"には存在しないものの、Monarchに存在する親を示すHEを作成するたびに、次のようなエラーが発
生します。
Monarch機能エラー: このキーに関連付けられている親ノードが見つかりませんでした: …

3. トランザクションがMonarchアプリケーションで直接実行された場合。

a. TCCで正味変更を実行中に、MonarchのUI (緑色の要素)の変更を実行している場合は、"正味変更デー
タベース"に無効な構造を生成して、"正味変更プロセス"を破棄できます。
部分"ツリー"の要素("正味変更"で使用)に直接関連付けられていない既存の要素(Monarch内、要素J)を
使用して"正味変更セットアップ"のアクションを実行すると、"ツリー"は有効になりません。

b. 部分"ツリー"の要素("正味変更で使用")に直接関連付けられている既存の要素(Monarch内、要
素E)で"正味変更セットアップ"のアクションを実行すると、"ツリー"は有効になり、"セットアップ"を最初に実行し
て"計算"を実行すると、正味変更を実行できます。
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例:

• ケース1: 正味変更計算のみを実行する("要素J"を"要素B"に移動)。
Monarch機能エラー: …次のフィールドを更新できません: BaseComposite.Parent。
フィールド値と指定した値が一致しないことに注意してください(3-aを参照)。

• ケース2: 正味変更セットアップおよび計算を実行する("要素J"を"要素B"に移動)。

• セットアップは正常に実行されます。
• 計算TCCワークフロー・エラー: このキーに関連付けられている親ノードが見つかりませんでした …(3-aを参

照)。
• ケース3: 正味変更計算のみを実行する("要素E"を"要素B"に移動)。

Monarch機能エラー: …次のフィールドを更新できません: BaseComposite.Parent。
フィールド値と指定した値が一致しないことに注意してください(3-bを参照)。

• ケース4: 正味変更セットアップおよび計算を実行する("要素E"を"要素B"に移動)。

• セットアップは正常に実行されます。
• 計算は正常に実行されます(3-bを参照)。

部分階層エンティティ"従業員"は、前述の動作の影響を受けません。従業員で正味変更を実行している場合、空の
親、または正味変更データベースに存在しない親を取得できます。
正味変更を実行する場合は、社内の状況を正確に反映した従業員構造になるように、完全な構造を常に使用
し、"マスター/スレーブ"の概念に従うことをお薦めします。

CSVファイルのプロパティ
特殊なヘッダー・プロパティを追加して、正味変更処理動作をカスタマイズできます。これらは、CSVファイルの先頭に配
置できます。
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CSVプロパティのセクション:

#BEGINPROPERTIES PropertyName=PropertyValue #ENDPROPERTIES

CSVLineCount
このプロパティは、要求CSVファイルのデータ行(列ヘッダー行を除く)の数を正味変更に示します。不一致はエラーと見
なされます。
例:

#BEGINPROPERTIES CSVLineCount=2 #ENDPROPERTIES
 ColumnHeader1,ColumnHeader2,ColumnHeader3
 Line1_CH1_Data,Line1_CH2_Data,Line1_CH3_Data
 Line2_CH1_Data,Line2_CH2_Data,Line2_CH3_Data

インポート・ファイルの変更
正味変更インポート・ファイルの変更により、正味変更が影響を受ける場合と、影響を受けない場合があります。可能
性のあるケースは次のとおりです。

エンティティ検索キーの変更
最初の正味変更の実行後に、定義済のエンティティ検索キーを変更する必要がある場合、このエンティティの正味変更
データベースを再作成する必要があります。これは、正味変更セットアップ機能を使用して実行できます。

新しい列の追加
正味変更では、新しい列が新しいエンティティ・フィールドとして認識されます。
「値が空の場合に列をスキップ」が選択されていない場合、すべてのレコードで更新が生成されます。
「値が空の場合に列をスキップ」が選択されている場合、新しい列の値を含むレコードでのみ更新が生成されます。
変更済として検出されたフィールドのみがターゲット・アプリケーションに送信されることに注意してください。

列の削除
列が削除されると、この列に関連付けられているデータは正味変更計算プロセスの一部ではなくなり、アクション/更新は
ゾーンに送信されません。

更新可能から更新不可への列の変更
次の正味変更計算は、更新操作でこの列の値を考慮しません。
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構成ファイル

セットアップおよび計算構成ファイル
正味変更では、統合ポイントごとにセットアップおよび計算構成ファイルが必要です。セットアップ構成ファイルは、正味変
更データベースの作成および移入に使用されます。計算構成ファイルは、正味変更の継続実行に使用されます。前処
理ステップと後処理ステップでは、ファイル間に差異が発生します。

構成ファイルの作成
構成ウィザードを使用して、正味変更構成ファイルを作成します。

「別のタイプの要求メッセージに基づく」およびその統合ポイントの製品を選択します。
ターゲット・アプリケーションとのすべての通信では、T-SOAPが使用されます。
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メッセージ・タイプの選択ウィンドウでT-SOAPを選択します。

エンドポイントを選択して、自身をターゲット・アプリケーションに認証させます。

「一般」タブ
正味変更では、要求および応答の両方のファイルがCSV形式である必要があります。

前処理ステップ
セットアップ
正味変更セットアップ・カスタム・ステップを追加します。

この統合のインポート・ファイルとして使用するロード・ファイルを選択します。これは、計算に使用されるのと同じファイルで
す。
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ラップSOAPステップを追加します。

「アクション」パネルで「インポート」を選択します。

計算
正味変更計算カスタム・ステップを追加します。

この統合のインポート・ファイルとして使用するロード・ファイルを選択します。これは、セットアップに使用されるのと同じファ
イルです。
しきい値
しきい値を定義して、正味変更によってターゲット・アプリケーションに適用されるアクションの数を制限できます。たとえ
ば、通常の操作モードでは、ターゲット・アプリケーション・データベースのほとんどすべてを削除する削除アクションの生成
はエラー状況と見なされ、回避する必要があります。
しきい値は、パーセンテージまたはレコードの数として定義できます。たとえば、値が25%の場合、1000レコードのう
ち250を超えるレコードが正味変更アクションを生成していると、正味変更計算およびプロセスが停止します。
アクションの数に到達したらすぐに正味変更計算およびプロセスを停止する絶対値を指定できます。このしきい値は、ファ
イルのレコードの数の影響を受けません。50レコードまたは1000レコードのファイルでも、処理済レコードが25になると停
止します。
しきい値を無効にするには、値を-1に設定します。
しきい値は、正味変更アクション(作成、更新および削除)ごとに定義できます。しきい値の推奨値は次のとおりです。

• エレメントの作成のしきい値: 10%
• エレメントの更新のしきい値: 10%
• エレメントの削除のしきい値: 10%

ラップSOAPステップを追加します。

「アクション」パネルで「インポート」を選択します。

後処理ステップ
セットアップ
正味変更結果プロセッサ・カスタム・ステップを追加します。

レポート・フィルタリング
正味変更結果ファイルの出力の制御にフィルタを使用できます。

• すべて: すべてのアクションの詳細なステータスがレポートされます。
• エラーのみ: 失敗したアクションの詳細なステータスがレポートされます。
• エラーおよび警告のみ: エラーまたは警告メッセージを生成したアクションの詳細なステータスがレポートされます。

正味変更セットアップを実行する場合、このステップでは、操作中に処理されたエンティティの数を示す単純なXMLレ
ポートが生成されます。正味変更セットアップでは、データが製品にインポートされないため、このレポートにはエンティティ
結果はありません。
正味変更結果プロセッサ・カスタム・ステップを追加します。
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このステップは、正味変更セットアップではオプションです。これは、正味変更結果プロセッサによって生成されたファイルを
標準のTCC CSVファイルに変換します。
この統合のインポート・ファイルとして使用するロード・ファイルを選択します。これは、計算に使用されるのと同じファイルで
す。
CSVファイル・プロパティを結果ファイルに含めるには、「出力プロパティ」チェック・ボックスを選択します。

表 3 : 結果ファイル・プロパティ

プロパティ 摘要 例

CSVLineCount CSV結果ファイルに存在するデータ行の
数(列ヘッダー行を除く)。正味変更セット
アップ・プロセスの場合、この値は常に0に
なります。

CSVLineCount=0

total.[entity] 処理されたエンティティの合計数。エンティ
ティがターゲット・アプリケーションによって処
理されていない場合、このプロパティは含
まれません。

total.jobfield=96

duration 正味変更エンジンによって生成されたイ
ンポート・ファイル全体をターゲット・アプ
リケーションが処理するのにかかる時間。
正味変更セットアップの場合、エンティ
ティは顧客ソーンにインポートされないた
め、durationは0に近い値にしてくださ
い。

duration=0:00:00.106

CSV結果ファイル形式
正味変更結果変換によって生成されたファイルには、次の形式があります(構成の一般タブで、列ヘッダーを出力しない
ように指定した場合、ヘッダーが結果CSVファイルに含まれないことに注意してください)。

#BEGINPROPERTIES PropertyName=PropertyValue #ENDPROPERTIES
 "Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"

CSV結果ファイルの説明
顧客ゾーンではインポートは実行されないため、正味変更セットアップ処理では、CSVファイルに行は生成されません。

計算
正味変更結果プロセッサ・カスタム・ステップを追加します。

レポート・フィルタリング
正味変更結果ファイルの出力の制御にフィルタを使用できます。

• すべて: すべてのアクションの詳細なステータスがレポートされます。
• エラーのみ: 失敗したアクションの詳細なステータスがレポートされます。
• エラーおよび警告のみ: エラーまたは警告メッセージを生成したアクションの詳細なステータスがレポートされます。

このステップでは、ターゲット・アプリケーションの状態を反映するために、ターゲット・アプリケーション結果ファイルが処理さ
れ、ローカルの正味変更参照データベースが更新されます。
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各レコードで、トランザクションが正常に処理されると、ローカルの正味変更参照データベースが新しい値で更新されま
す。レコードが正常に処理されなかった場合、正味変更参照データベースは更新されません。
正味変更結果プロセッサ・カスタム・ステップを追加します。

このステップでは、正味変更結果プロセッサによって生成されたファイルを標準のTCC CSVファイルに変換します。
この統合のインポート・ファイルとして使用するロード・ファイルを選択します。これは、計算に使用されるのと同じファイルで
す。
CSVファイル・プロパティを結果ファイルに含めるには、「出力プロパティ」チェック・ボックスを選択します。

表 4 : 結果ファイル・プロパティ

プロパティ 摘要 例

CSVLineCount CSV結果ファイルに存在するデータ行の
数(列ヘッダー行を除く)。

CSVLineCount=96

total.[entity] 処理されたエンティティの合計数。

エンティティがターゲット・アプリケーションに
よって処理されていない場合、このプロパ
ティは含まれません。

total.jobfield=96

total.[entity].create 作成されたエンティティの合計数。

エンティティが作成されない場合、このプロ
パティは含まれません。

total.jobfield.create=48

total.[entity].update 更新されるエンティティの合計数。

エンティティが更新されない場合、このプロ
パティは含まれません。

total.jobfield.update=10

total.[entity].delete 削除されるエンティティの合計数。

エンティティが削除されない場合、このプロ
パティは含まれません。

total.jobfield.delete=10

total.status.success ターゲット・アプリケーションによって正常に
処理されるエンティティの数。

成功が検出されない場合、このプロパティ
には0の値が含まれます。

total.status.success=30

total.status.error ターゲット・アプリケーションでエラーがレポー
トされるエンティティの数。

エラーがレポートされない場合、このプロパ
ティには0の値が含まれます。

total.status.error=48

total.warning ターゲット・アプリケーションによって生成さ
れる警告メッセージの数。

警告が生成されない場合、このプロパティ
には0の値が含まれます。

total.warning=18

duration 正味変更エンジンによって生成されたイン
ポート・ファイル全体をターゲット・アプリケー
ションが処理するのにかかる時間。

duration=0:00:03.2890
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CSV結果ファイル形式
正味変更結果変換によって生成されたファイルには、次の形式があります(構成の一般タブで、列ヘッダーを出力しない
ように指定した場合、ヘッダーが結果CSVファイルに含まれないことに注意してください)。

#BEGINPROPERTIES PropertyName=PropertyValue #ENDPROPERTIES
 "Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"

表 5 : CSV結果ファイルの説明

列名 摘要

Index 行の順序番号

Identifier エンティティを識別するために、正味変更で使用される一意のキー。このキーは、次のサ
ブセクションで構成されます。

エンティティ名|正味変更アクション|エンティティ検索キーID

例:

JobTemplate|create|NC2_00791130771

Status エンティティの正味変更結果ステータス。正味変更操作が正常に完了したか、エラーが
発生したかを示します。

指定可能な値は次のとおりです。

• success
• error

TransactionType 正味変更アクションを実行するためのターゲット・アプリケーション・トランザクション・タイ
プ。

たとえば、ジョブ・テンプレート・エンティティで更新が検出された場合、トランザクション・タ
イプは"jobtemplate.update"になります。

ターゲット・アプリケーションで実行されたアクションは正味変更アクションと異なる場合が
あることに注意してください。たとえば、正味変更の削除アクションの検出時に非アクティ
ブ化の場合、更新操作が必要です。正味変更アクションが削除される場合、トランザ
クション・タイプは更新になります。

Result 行には使用されません。

Message ターゲット・アプリケーションによって返されるエラーまたは警告に関する詳細メッセージ。
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正味変更の使用

階層エンティティのセットアップ
正味変更セットアップ中には、階層エンティティに細心の注意が必要です。一貫性を維持するには、階層構造に必ず
従う必要があります。

正味変更セットアップ・データの抽出
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正味変更セットアップでは、顧客のCSVファイルに存在するデータ・キーに一致するターゲット・アプリケーション・データから
抽出し、正味変更データベースに入力します。ターゲット・アプリケーションに存在し、CSVファイルで指定されていないそ
の他のデータは、正味変更データベースにダウンロードされません。

正味変更セットアップ後
 

 
正味変更セットアップ後、標準の正味変更プロセスを起動して、顧客データとターゲット・アプリケーションを同期できま
す。同一のデータで正味変更トランザクションは生成されません。トランザクションは様々なデータによって生成され、作
成トランザクションは、ターゲット・アプリケーションに存在しない顧客データによって生成されます。
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最初の正味変更
 

 

最終結果
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無効な要求
ルートが欠落している
 

 
エレメントが欠落している
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様々な構造
正味変更セットアップの前
 

 
正味変更データベースの正味変更セットアップは、顧客入力ファイルに指定されたキーで実行されます。顧客構造
とTaleo構造が一致していないと、正味変更セットアップは、有効な階層構造の作成に失敗します。
正味変更セットアップ・データの抽出
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エンティティ制約の使用
ユーザー正味変更セットアップ中は、PasswordおよびForceChangePasswordパラメータの値を抽出できません。し
たがって、正味変更データベースは、Taleoゾーンとは完全に同期しません。
User PasswordおよびForceChangePasswordパラメータでは、最初の正味変更中に特殊な処理が必要で
す。Taleoゾーンでこれらのパラメータの値を保護するか、上書きするかに応じて、適用する処理が決まります。
値の保護
ユーザーによってすでに変更されているパスワードを保護するには、PasswordおよびForceChangePasswordパラ
メータに対応する列を更新不可として指定します。拡張オプション・セクションで、名前にupdatable、値にfalseを入
力します。
値の上書き
TaleoゾーンでPasswordおよびForceChangePasswordパラメータを上書きするには、拡張オプション・セクション
でupdatableの値をtrueに設定します。これは、このオプションのデフォルト値のため、指定する必要はありません。正
味変更の最初の実行中に、すべての値が上書きされ、データベースが同期されます。
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セットアップの使用
正味変更データベースにターゲット・アプリケーション・データを入力するには、正味変更セットアップ機能を実装フェーズで
使用する必要があります。
これは、正味変更データベースとターゲット・アプリケーション・データの再同期化に使用することもできます。これは、例外
的な場合にのみ実行するようにしてください。
これは、エンティティ・キーの変更時に使用することもできます。正味変更表を再作成する必要があります。
正味変更セットアップ・プロセスの開始時に、処理中のエンティティの正味変更表のみが削除されることに注意してくださ
い。
また、表の消去前にはバックアップは実行されないことにも注意してください。

既知の制限事項
正味変更を使用するソリューションを実装する場合は、次の制限事項を考慮する必要があります。

エンティティ削除モードの選択
削除モードは、エンティティ正味変更定義ファイル(機能パック)に現在定義されています。削除される削除モードは1つ
のみです。実際のソリューションでは、構成ごとに異なる削除モードの選択はサポートされていません。

添付ファイルのサポート
添付ファイルは正味変更ではサポートされていません。

エンティティ・キーの変更
最初の正味変更の実行後に、定義済のエンティティ・キーを変更すると、このエンティティの正味変更データベースが再
作成されます。正味変更データベースを再作成するには、正味変更セットアップ機能を使用します。

storage.propertiesファイルの変更
storage.propertiesファイル・パラメータでは、正味変更でデータが参照データベースにどのように格納されるかを指定
します。設定できないプロパティは、データの圧縮および暗号化、リポジトリの場所、ストレージ・ユニット・インタフェース、
およびブロック・サイズです。
storage.propertiesファイルに定義された
値(UseCompression、EncryptionMode、StorageUnitImplementationおよ
びFileStorageUnit.DefaultBlockSize)は、最初の正味変更の実行後に変更しないでください。
これが必要な場合は、すべての正味変更データベース表を再作成する必要があります。正味変更プロセスに従うすべ
てエンティティで正味変更セットアップを実行します。

複数のデータベースの同期化
正味変更には、単一のデータベースが保持され、顧客のシステム・データおよびTaleo製品データが同期されます。これ
は、Taleo製品と同期している顧客のシステムごとに、TCCの個別のインスタンスをインストールおよび実行することを意
味します。たとえば、3種類の人事管理情報システム(HRIS)データベースと1つのTaleoゾーンを同期するには、3つの
個別のインスタンスをTCCにインストールおよび実行します。操作の戻し処理を回避するには、各HRISによって同期用
に提供されるデータを手動で対他的にする必要があります。たとえば、統合中のエンティティがシステムで削除され、同じ
エンティティが別のシステムに存在する場合は、そのシステムがその統合を実行すると再作成されます。
同じ原理は、顧客のHRISデータと複数のTaleoゾーンを同期する場合に適用されます。たとえば、顧客の1つ
のHRISとTaleo本番ゾーンおよびTaleoステージング・ゾーンを同期するには、TCCの2つの個別のインスタンスをインス
トールおよび実行している必要があります。
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正味変更の構成
TCC正味変更プラグインでは、構成ファイルを使用して、そのデータベースに関連するプロパティを定義します。ファイル名
はstorage.propertiesです。

プロパティ
• UseCompression:

格納されている正味変更データの圧縮の有無を指定します。このプロパティは、デフォルトの構成ファイルではtrueに
設定されており、データが圧縮されます。プロパティが構成ファイルから削除されると、値はデフォルトでfalseになり、
データは圧縮されません。

• EncryptionMode:
正味変更データで適用する暗号化のタイプを指定します。このプロパティは、デフォルトの構成ファイルでは2に設定
されています。
0 = 暗号化なし
1 = カスタムTCC内部暗号化
2 = AES 128ビット暗号

• RepositoryLocation:
正味変更データ・ファイル・リポジトリの場所を指定します。このプロパティは、デフォルトの構成ファイルでは空です。デ
フォルトの場所は[TCCInstallFolder]/system/repositoryです。プロパティが存在しないか、空の場合は、デ
フォルトの場所が使用されます。

• StorageUnitImplementation:
拡張プロパティ、Taleoの指示に従ってのみ変更します。
ストレージ・ユニット・インタフェースの実装を指定します。デフォルト値
はcom.taleo.integration.storage.FileStorageUnitで、この時点でサポートされている唯一の値です。

• FileStorageUnit.DefaultBlockSize:
拡張プロパティ、Taleoの指示に従ってのみ変更します。
ファイル記憶域のブロック・サイズをKB単位で指定します(最小1、最大128)。このプロパティは、デフォルトの構成
ファイルでは1に設定されています。値が指定されていないか、無効の場合、値はデフォルトで2になります。

プラグイン構成の場所のオーバーライド
プラグインの構成ファイルの場所を指定するには、次の2つの方法があります。
デフォルト:

• デフォルトでは、プラグインの構成ファイルの場所
は[PLUGIN_FOLDER]\[PLUGIN_COLLECTION_NAME]\configurationです。

• 特別な設定は不要です。
• 例: ファイル"storage.properties"は"c:\Program Files\Taleo Connect Client\extensions

\plugins\tcc-netchange\storage.properties"にあります。

ルート構成フォルダ:

• すべてのプラグインでプラグインの構成ファイルの場所を同時に変更する手順:
• システム・プロパティ: "com.taleo.integration.client.extensions.plugins.configuration.dir"。
• 例: com.taleo.integration.client.extensions.plugins.configuration.dir=c:\PluginConfig。ファイ

ル"storage.properties"はc:\PluginConfig\tcc-netchange\storage.propertiesにあります。
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ベスト・プラクティスのテンプレート

標準的な統合ポイントを構築するための基盤として、TCCにはベスト・プラクティスのテンプレートが付属しています。

正味変更
正味変更は、必要に応じてTaleoゾーンへのインポートに使用されます。これにより、その参照データベースに従って適
用される適切な操作を検出され、エラーの可能性が減ります。正味変更を使用すると、トランザクションの数も減るた
め、ゾーン・ボリューム制限に従うのが容易になります。

カスタム・フィールド
カスタム・フィールド・プレース・ホルダは、テンプレートに含まれています。Taleo製品にあるユーザー定義のフィールドで
データ辞書を更新するには、カスタム・フィールドを必ず同期してください。これにより、様々な統合ポイントで、必須のカ
スタム・フィールドでプレース・ホルダを置き換えることができます。
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候補者標準の正味変更

候補者標準の正味変更では、候補者データとTaleo製品を同期します。

• Identifier
ユーザー名または電子メールと同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• UserName
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、候補者エンティティをターゲットにした主キーとして使用
されます。

• Password
パスワードが指定されていない場合は、デフォルトのパスワードが生成されます。

• Language
このフィールドは必須です。

• 場所
候補者の居住地の地理的位置。
有効な場所コード。
Taleo Location表に存在する必要があります。

• LocationInterest
候補者が希望する勤務場所。
EEO/EEフィールドに移入する必要があります。EEO/EEフィールドに移入されている場合に、米国またはカナダを表
すには、Location表からのコードを含める必要があります。
候補者は、希望場所を複数持つことができます。データに従って候補者が持つことができる最大数の希望場所に
対応するために、必要に応じて希望場所の列を追加することで、複数の希望場所をインポートできます。

• CA/USA EEに関する質問
適用されない国フィールドを削除します。
有効な質問番号。
Taleo Question表に存在する必要があります。

• CA/USA EEの回答
適用されない国フィールドを削除します。
有効な回答番号。
Taleo Answer表に存在する必要があります。

• ContestNumber-1
PreselectionApplicationに設定された検索ターゲット。

• ContestNumber-1
このフィールドは必須です。前述のContestNumber-1フィールドと同じ情報を正味変更で再度送信する必要が
あります。
求人に設定された検索ターゲット。

• ProfileStudyDisplaySequence-1
このフィールドは、研究のコレクションをインポートする場合に必須です。

• ProfileStudyInstitution-1
有効な摘要番号。
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Taleo CieInstitution表に存在する必要があります。
• ProfileStudySubjectMajor-1

有効なCieProgramの摘要。
Taleo CieProgram表に存在する必要があります。

• ProfileStudyDegree-1
有効なStudyLevel番号。
Taleo StudyLevel表に存在する必要があります。

• ProfileExperienceDisplaySequence-1
このフィールドは、職務経歴のコレクションをインポートする場合に必須です。

• CustomFieldName
カスタム・フィールドは、設定に応じて必須にしたり、オプションにすることができます。
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候補者標準エクスポート

候補者標準エクスポートでは、候補者エンティティをルート・エンティティとして使用して、Taleo製品から内部候補者の
情報を抽出します。

プロジェクション
すべてのデータが基本フィールドのプロジェクションとして抽出されます。

フィルタ
• 最終実行日

InclusiveLastModifiedDateは、最終実行日の参照として使用されます。
• InternalApplication

このフィールド値は、値true (等しい)と比較されます。
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部門標準の正味変更

部門標準の正味変更では、部門データとTaleo製品を同期します。

• Identifier
部門番号と同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• DepartmentNumber
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、部門エンティティをターゲットにした主キーとして使用さ
れます。

• DepartmentName-EN
このフィールドは必須です。部門名がインポートされる列を言語ごとに1つ追加します。アプリケーションでサポートされ
る言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• CostCenter
顧客参照用で、Taleoでは使用されません。CostCenterがインポートされる列を言語ごとに1つ追加します。アプリ
ケーションでサポートされる言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• HiringManager
採用マネージャの有効なユーザー名。
Taleo User表に存在する必要があります。

• CieLocation
有効な場所コード。
Taleo Location表に存在する必要があります。

• 組織
有効な組織コード。
Taleo Organization表に存在する必要があります。

• ParentNumber
有効な部門番号。
Taleo Department表に存在する必要があります。

• PayFactor
顧客参照用で、Taleoでは使用されません。

• Recruiter
採用担当者の有効なユーザー名。
Taleo User表に存在する必要があります。

• State,Number
このフィールドは必須です。

• DepartmentInformation,CustomFieldName
カスタム・フィールドは、設定に応じて必須にしたり、オプションにすることができます。
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JobField標準の正味変更

JobField標準の正味変更では、JobFieldデータとTaleo製品を同期します。

• Identifier
JobFieldCodeと同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• JobFieldCode
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、JobFieldエンティティをターゲットにした主キーとして使
用されます。

• ParentCode
有効なJobFieldCode。
Taleo JobField表に存在する必要があります。

• Name-en
このフィールドは必須です。JobField名がインポートされる列を言語ごとに1つ追加します。アプリケーションでサポー
トされる言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• NetworkJobField
このフィールドは必須で、有効なNetworkJobField番号である必要があります。

• Status
このフィールドは必須です。1 - アクティブ、2 - ドラフト(デフォルト)、3 - 非アクティブ、4 - 保存済

• Sequence
このフィールドは必須です。アプリケーションのレコードの表示順序を設定します。
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ジョブ・テンプレート標準の正味変更

JobTemplate標準の正味変更では、JobTemplateデータとTaleo製品を同期します。

• Identifier
JobCodeと同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• Creator
このフィールドは必須で、有効なユーザー(作成者)ログイン名である必要があります。

• JobCode
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、JobTemplateエンティティをターゲットにした主キーと
して使用されます。

• Title-en
このフィールドは必須です。JobTemplateタイトルがインポートされる列を言語ごとに1つ追加します。アプリケーショ
ンでサポートされる言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• 組織
有効な組織コード。
Taleo Organization表に存在する必要があります。

• PrimaryLocation
有効な場所コード。
雇用機会均等のジョブ・カテゴリが移入されている場合に必須。
米国またはカナダの雇用機会均等を確認する必要があります。

• JobField
有効なJobFieldコード。

• EEOJobCategory
雇用機会均等のジョブ・カテゴリまたはクライアントのカスタム雇用機会均等のジョブ・グループに使用されます。
1= 役員およびマネージャ、2 = 専門職、3 = 技術者、4 = 販売業務担当者、5 = 事務職、6 = 技能職、7
= 工員、8 = 作業員、9 = サービス担当者。
雇用機会均等のジョブ・グループ番号が有効な場合、その他の雇用機会均等のジョブ・カテゴリの値を構成および
使用できます。

• EmployeeStatus
1 = 正社員、3 = 契約、4 = 臨時、5 = 期間限定。

• JobLevel
1 - 初心者レベル、2 - 熟練技術者、3 - チーム・リーダー、4 - マネージャ、5 - 取締役、6 - エグゼクティブ、7 -
直属の部下を持つマネージャ、8 - 直属の部下を持たないマネージャ、9 - 上級エグゼクティブ。

• JobSchedule
1 - フルタイム、2 - パートタイム、3 - ワークシェアリング、4 - 日当制、5 - 派遣。

• JobShift
1 - 日勤、2 - 準夜勤、3 - 夜勤、4 - オンコール、5 - 変則、6 - フレックス・タイム、7 - 週末、8 - 交代制。

• JobType
1 - 標準、2 - インターンシップ、3 - 共同、4 - 夏休み中のアルバイト、5 - 新卒・第二新卒、6 - 臨時の仕
事、7 - 経験者。

• OvertimeStatus
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1 - 免除、2 - 非免除。
• PayFrequencyBasis

1 = 年次、2 = 週次、3 = 時給、4 = 隔週、5 = 月2回、6 = 月次、7 = 合計、8 = 日次。
• StudyLevel

1 - なし、2 - 高校卒業/高卒認定、3 - 専門学校卒業、4 - 短期大学/高等専門学校卒業、5 - 大学にお
ける単位取得(学位取得を目的としない)、6 - 大学卒業、7 - 大学院修士課程修了、8 - 大学院博士課程
修了、9 - その他の上位学位、10 - その他。

• WillTravel
1 - いいえ、2 - はい(勤務時間の25%)、3 - はい(勤務時間の50%)、4 - はい(勤務時間の75%)、5 -
はい(勤務時間の100%)、6 - はい(勤務時間の5%)、7 - はい(勤務時間の10%)、8 - はい(勤務時間
の15%)、9 - はい(勤務時間の20%)

• DescriptionInternal-EN/DescriptionExternal-EN
1333 (マルチバイト文字)または4000 (シングルバイト文字)。摘要がインポートされる列を言語ごとに1つ追加し
ます。アプリケーションでサポートされる言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• QualInternal-EN/QualExternal-EN
1333 (マルチバイト文字)または4000 (シングルバイト文字)。資格がインポートされる列を言語ごとに1つ追加し
ます。アプリケーションでサポートされる言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• UserGroup
有効なUserGroup CustomerCode。

• RequisitionType
指定できる値は、1 = 専門職(デフォルト)、2 = 時給、3 = 学生、4 = 派遣、5 = エグゼクティブです。

• Status
指定できる値は、1 = アクティブ(デフォルト)、2 = ドラフト、3 = 非アクティブです。

• CustomFieldName
カスタム・フィールドは、設定に応じて必須にしたり、オプションにすることができます。



163 · Taleo Connect Client ユーザー・ガイド

場所標準の正味変更

場所標準の正味変更では、場所データとTaleo製品を同期します。

• Identifier
LocationCodeと同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• LocationCode
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、場所エンティティをターゲットにした主キーとして使用さ
れます。

• ParentCode
有効な場所コード。
Taleo Location表に存在する必要があります。

• Name-en
このフィールドは必須です。場所名がインポートされる列を言語ごとに1つ追加します。アプリケーションでサポートされ
る言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• NetworkLocation
このフィールドは必須で、有効なNetworkLocation番号である必要があります。

• Status
このフィールドは必須です。1 - アクティブ、2 - ドラフト(デフォルト)、3 - 非アクティブ、4 - 保存済

• Sequence
このフィールドは必須です。アプリケーションのレコードの表示順序を設定します。



テンプレート · 164

LUDS標準の正味変更

LUDS標準の正味変更では、LUDSエレメント・データとTaleo製品を同期します。

• Identifier
LUDSCodeと同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• LUDSCode
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、UDSElementエンティティをターゲットにした主キーと
して使用されます。

• UDSCode
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、UDSElementエンティティをターゲットにした主キーと
して使用されます。

• CustomerCode
このフィールドは必須です。UserDefinedSelectionエンティティをターゲットにします。

• Active
このフィールドは必須です。

• Sequence
このフィールドは新規レコードで必須です。通常は、すべてのレコードで同じ値にデフォルトで設定され、LUDSのレ
コードの表示順序の設定に使用されます。

• Description-EN
このフィールドは新規レコードで必須です。摘要がインポートされる列を言語ごとに1つ追加します。アプリケーションで
サポートされる言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• 組織
有効な組織コード。
Taleo Organization表に存在する必要があります。

• 場所
有効な場所コード。
Taleo Location表に存在する必要があります。

• JobField
有効なJobFieldコード。
Taleo JobField表に存在する必要があります。

• Complete
オプションのフィールド(値を"true"に設定することを強くお薦めします。そうしないと、LUDSはインタフェースに不完全
として表示されます)。
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組織標準の正味変更

組織標準の正味変更では、組織データとTaleo製品を同期します。

• Identifier
OrganizationCodeと同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• OrganizationCode
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、組織エンティティをターゲットにした主キーとして使用さ
れます。

• ParentCode
有効なOrganizationCode。
Taleo Organization表に存在する必要があります。

• Name-en
このフィールドは必須です。組織名がインポートされる列を言語ごとに1つ追加します。アプリケーションでサポートされ
る言語ごとに列を1つ指定する必要があります。

• Industry
このフィールドは必須で、有効な産業番号である必要があります。

• Status
このフィールドは必須です。1 - アクティブ、2 - ドラフト(デフォルト)、3 - 非アクティブ、4 - 保存済

• Sequence
このフィールドは必須です。アプリケーションのレコードの表示順序を設定します。
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ポジション標準の正味変更

ポジション標準の正味変更では、ポジション・データとTaleo製品を同期します。

• Identifier
PositionIDと同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• DepartmentNumber
このフィールドは必須で、有効なDepartmentNumberである必要があります。

• HiringManager
このフィールドは必須で、有効なユーザー・ログイン名である必要があります。

• JobCode
このフィールドは必須で、有効なJobCodeである必要があります。

• PositionID
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、ポジション・エンティティをターゲットにした主キーとして
使用されます。
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求人の標準マージ

求人の標準マージでは、求人レコードが存在しない場合は作成し、存在する場合は更新します。

• Identifier
ContestNumberと同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• ContestNumber
求人番号。
このフィールドはオプションで、ContestNumberが指定されていない場合は、AWT設定に基づいて自動的に割り
当てられます。

• HiringManager
求人採用マネージャ。
このフィールドは、JobStatus = 1 (ドラフト)の場合はオプションです。
このフィールドは、JobStatus = 3 (承認済み)の場合は必須です。

• Owner
求人採用担当者。
このフィールドは必須です。

• Language
このフィールドはオプションです。

• JobState
このフィールドはオプションです(1 = ドラフト(デフォルト)、3 = 承認済み)。

• CitizenshipStatus
1 = 適用なし、2 = 国民の必要あり、3 = H1Bビザ可、4 = 他のビザ可。

• EmployeeStatus
1 = 正社員、3 = 契約、4 = 臨時、5 = 期間限定。

• JobLevel
1 - 初心者レベル、2 - 熟練技術者、3 - チーム・リーダー、4 - マネージャ、5 - 取締役、6 - エグゼクティブ、7 -
直属の部下を持つマネージャ、8 - 直属の部下を持たないマネージャ、9 - 上級エグゼクティブ。

• JobSchedule
1 - フルタイム、2 - パートタイム、3 - ワークシェアリング、4 - 日当制、5 - 派遣。

• JobShift
1 - 日勤、2 - 準夜勤、3 - 夜勤、4 - オンコール、5 - 変則、6 - フレックス・タイム、7 - 週末、8 - 交代制。

• JobType
1 - 標準、2 - インターンシップ、3 - 共同、4 - 夏休み中のアルバイト、5 - 新卒・第二新卒、6 - 臨時の仕
事、7 - 経験者。

• Justification
1 = 新規ポジション、2 = 代行者、3 = 変更、4 = 延長。

• OvertimeStatus
1 = 免除、2 = 非免除。

• PayFrequencyBasis
1 = 年次、2 = 週次、3 = 時給、4 = 隔週、5 = 月2回、6 = 月次、7 = 合計、8 = 日次。

• StudyLevel
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1 - なし、2 - 高校卒業/高卒認定、3 - 専門学校卒業、4 - 短期大学/高等専門学校卒業、5 - 大学にお
ける単位取得(学位取得を目的としない)、6 - 大学卒業、7 - 大学院修士課程修了、8 - 大学院博士課程
修了、9 - その他の上位学位、10 - その他。

• StudyProgram
有効なCieProgramの摘要。
Taleo CieProgram表に存在する必要があります。

• WillTravel
1 - いいえ、2 - はい(勤務時間の25%)、3 - はい(勤務時間の50%)、4 - はい(勤務時間の75%)、5 -
はい(勤務時間の100%)、6 - はい(勤務時間の5%)、7 - はい(勤務時間の10%)、8 - はい(勤務時間
の15%)、9 - はい(勤務時間の20%)。

• EEOJobCategory
雇用機会均等のジョブ・カテゴリまたはクライアントのカスタム雇用機会均等のジョブ・グループに使用されます(1=
役員およびマネージャ、2 = 専門職、3 = 技術者、4 = 販売業務担当者、5 = 事務職、6 = 技能職、7 =
工員、8 = 作業員、9 = サービス担当者。雇用機会均等のジョブ・グループ番号が有効な場合、その他の雇用
機会均等のジョブ・カテゴリの値を構成および使用できます)。

• JobField
このフィールドは必須です。
有効なJobFieldコード。

• 組織
有効な組織コード。
Taleo Organization表に存在する必要があります。

• PrimaryLocation
このフィールドは必須です。
有効な場所コード。
Taleo Location表に存在する必要があります。

• UserGroup
このフィールドはオプションです。
有効なArtGroup,CustomerCode。

• Title-en
求人のタイトル(このフィールドは必須です)。
求人のタイトルがインポートされるフィールドを言語ごとに1つ追加します。

• ReferenceTitle-EN
マネージャWebTopジョブ・タイトル(このフィールドは必須です)。
求人の参照タイトルがインポートされるフィールドを言語ごとに1つ追加します。

• DescriptionInternal-EN/DescriptionExternal-EN
1333マルチバイト文字または4000シングルバイト文字(行送り、改行、およびフィールド・データ内に埋め込まれた
書式設定を保持します)。
内部または外部の摘要がインポートされるフィールドを言語ごとに1つ追加します。

• QualInternal-EN/QualExternal-EN
1333マルチバイト文字または4000シングルバイト文字(行送り、改行、およびフィールド・データ内に埋め込まれた
書式設定を保持します)。
内部または外部の資格がインポートされるフィールドを言語ごとに1つ追加します。
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• RequisitionType
このフィールドは、多くの求人タイプがTaleo AWTでアクティブ化されている場合に必須です。1 = 専門職(デフォル
ト)、2 = 時給、3 = 学生、4 = 派遣、5 = エグゼクティブ。

• JobCode
このフィールドは、JobTemplateへのリンクであり、統合によって更新できません。

• CustomFieldName
カスタム・フィールドは、設定に応じて必須にしたり、オプションにすることができます。
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ユーザー標準の正味変更

ユーザー標準の正味変更では、ユーザー・データとTaleo製品を同期します。

• Identifier
Loginname名と同じ値を使用します。この値は結果ファイルに戻され、結果の調整を容易にします。

• Loginname
このフィールドは必須で、一意である必要があります。これは、ユーザー・エンティティをターゲットにした主キーとして使
用されます。

• Password
このフィールドは必須です。
拡張オプション: updatable=falseを設定します。

• RolesCollection
コレクションがリセットされたら、ユーザーごとにすべてのロールを送信する必要があります。ロールのすべての組合せが
可能になることがないように、一部のビジネス・ルールが適用されることにも注意してください。

• Role-1
このフィールドは必須です。

• Role-2
ユーザーは複数のロールを持つことができます。
データに従ってユーザーが持つことができる最大数のロールに対応するために、必要に応じてロール列を追加すること
で、複数のロールをインポートできます。

• FirstName
このフィールドは必須です。

• LastName
このフィールドは必須です。

• ContentLanguages
ユーザーが求人およびテンプレートの作成時に使用する言語(デフォルトではen)。
複数の言語はカンマで区切ります(例: en,fr,es)。
これらはキャリア・セクションの言語です。

• CorrespondenceLanguage
ユーザーとの連絡に使用する言語
これらはWebTopの言語です。

• ForceChangePassword
このフィールドは必須です。
拡張オプション: updatable=falseを設定します。

• Title-en
ユーザー・タイトルがインポートされるフィールドを言語ごとに1つ追加します。

• GroupCollection
コレクションがリセットされたら、ユーザーごとにすべてのグループを送信する必要があります。

• Group-1
このフィールドは必須です。
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• Group-2
ユーザーは複数のグループに属することができます。
データに従ってユーザーが持つことができる最大数のグループに対応するために、必要に応じてグループ列を追加する
ことで、複数のグループをインポートできます。

• CustomFieldName
カスタム・フィールドは、設定に応じて必須にしたり、オプションにすることができます。
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はじめに

この項では、SQLでの問合せの例およびXMLでの同等の問合せの例について説明します。これらの例は、カスタム問合
せを作成するためのモデルとして使用できます。XML問合せは抽出プロセス中にOracle SQL問合せに変換されるた
め、ここでは、XML問合せの別名として使用できない予約語の表について説明します。
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複雑な問合せの挿入

前提条件
Taleo接続クライアントが実行中で使用準備が完了していること。
複雑な問合せが適用されるエンティティに基づいてエクスポート・エディタがオープンしていること。
この手順は、複雑なプロジェクション、複雑なフィルタ、複雑なソート、複雑なプロジェクション・ソート、およびすべての
拡張タブ機能に適用されます。
ステップ

1. プロジェクション・タブをクリックします。
a) 「追加」をクリックします。
b) 「複雑なプロジェクションの追加」を選択します。
c) 「OK」をクリックします。

「複雑なプロジェクション」ペインが表示されます: <quer:projection xmlns:quer="http://
www.taleo.com/ws/integration/query"/>

2. 「複雑なプロジェクション」ペインにコードを入力または貼り付けます。

例:

<quer:projection alias="Candidate_Anonymous" xmlns:quer="http://www.taleo.com/
ws/integration/query"> <quer:switchByValue> <quer:baseValue> <quer:field
 path="Candidate.Anonymous"/> </quer:baseValue> <quer:cases> <quer:case>
 <quer:integer>1</quer:integer> <quer:string>Anonymous candidate</quer:string>
 </quer:case> <quer:case> <quer:integer>0</quer:integer> <quer:string>Non
 anonymous candidate</quer:string> </quer:case> </quer:cases> <quer:defaultValue>
 <quer:string>Unknown</quer:string> </quer:defaultValue> </quer:switchByValue> </
quer:projection>
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例

BETWEEN
SQL
SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.CSUSERNO BETWEEN 1 AND 10))

XML問合せAPI
<filtering> <between <field path="no"/> <integer>1</integer> <integer>10</integer>
 </between> </filtering>

CASE(基準で切替え)
SQL

SELECT CASE WHEN (CSUSER01.ANONYMOUS = 1) THEN 'Anonymous candidate' WHEN
 (CSUSER01.ANONYMOUS = 0) THEN 'Non anonymous candidate' ELSE 'Unknown candidate'
 END AS firstName01 FROM CSUSER CSUSER01

XML問合せAPI

<projection projectedField="firstName"> <switchByCriterion> <cases> <case> <isTrue>
 <field path="anonymous"/> </isTrue> <string>Anonymous candidate</string> </case>
 <case> <isFalse> <field path="anonymous"/> </isFalse> <string>Non anonymous
 candidate</string> </case> </cases> <defaultValue> <string>Unknown candidate</
string> </defaultValue> </switchByCriterion> </projection>

CASE(値で切替え)
SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01, CASE CSUSER01.ANONYMOUS WHEN 1
 THEN 'Anonymous candidate' WHEN 0 THEN 'Non anonymous candidate' ELSE 'Unknonw
 candidate' END AS firstName01 FROM CSUSER CSUSER01

XML問合せAPI

<projection projectedField="firstName"> <switchByValue> <baseValue> <field
 path="anonymous"/> </baseValue> <cases> <case> <boolean>true</boolean>
 <string>Anonymous candidate</string> </case> <case> <boolean>false</boolean>
 <string>Non anonymous candidate</string> </case> </cases> <defaultValue>
 <string>Unknown candidate</string> </defaultValue> </switchByValue> </projection>

CONCATENATE
SQL
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SELECT ((CSUSER01.FIRSTNAME || ' ') || CSUSER01.LASTNAME) AS FIRSTNAME01 FROM
 CSUSER CSUSER01

XML問合せAPI

<query alias="testConcatenate" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection projectedField="firstName"> <concatenate> <concatenate>
 <field path="firstName"/> <string> </string> </concatenate> <field path="lastName"/>
 </concatenate> </projection> </projections> </query>

CONNECT BY
SQL

SELECT STUDYLEVEL01.STUDYLEVELNO AS STUDYLEVELNO01 FROM STUDYLEVEL
 STUDYLEVEL01 WHERE 1 = 1 CONNECT BY PRIOR STUDYLEVEL01.STUDYLEVELNO =
 STUDYLEVEL01.PARENTSTUDYLEVELNO START WITH (STUDYLEVEL01.STUDYLEVELNO =
 5)

XML問合せAPI

<query alias="testHierarchicalFiltering"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.StudyLevel"> <projections> <projection>
 <field path="no"/> </projection> </projections> <hierarchicalFilterings>
 <hierarchicalFiltering> <hierarchicalFilter> <equal> <field path="no"/> <field
 path="parent"/> </equal> </hierarchicalFilter> <startWithFilter> <equal> <field
 path="no"/><integer>5</integer> </equal> </startWithFilter> </hierarchicalFiltering>
 </hierarchicalFilterings> </query>

COUNT
SQL

SELECT COUNT((CSUSER01.CSUSERNO)) AS keyCount FROM CSUSER CSUSER01

XML問合せAPI

<query alias="testCount" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection alias="keyCount"> <count> <field path="no"/> </count> </
projection> </projections> </query>

dbms_lob.getlength
SQL

SELECT dbms_lob.getlength(CSUSERATTACHEDFILE01.FILECONTENT) AS
 blobLength FROM CSUSERATTACHEDFILE CSUSERATTACHEDFILE01 WHERE
 (CSUSERATTACHEDFILE01.CSUSERATTACHEDFILENO = 10291)

XML問合せAPI
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<query alias="testLobLength" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.AttachedFile">
 <projections> <projection alias="blobLength"> <lobLength> <field path="fileContent"/
> </lobLength> </projection> </projections> <filterings> <filtering> <equal> <field
 path="no"/> <integer>10291</integer> </equal> </filtering> </filterings> </query>

dbms_lob.instr

SQL

SELECT DBMS_LOB.INSTR(CSUSERATTACHEDFILE01.FILECONTENT, 'a') AS
 blobIndexOf FROM CSUSERATTACHEDFILE CSUSERATTACHEDFILE01 WHERE
 (CSUSERATTACHEDFILE01.CSUSERATTACHEDFILENO = 10291)

XML問合せAPI

<query alias="testLobIndexOf" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.AttachedFile"  >
 <projections> <projection alias="blobIndexOf"> <lobIndexOf> <field path="fileContent"/
> <string>205465737420</string> </lobIndexOf> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <equal> <field path="no"/> <integer>10291</integer> </equal>
 </filtering> </filterings> </query>

dbms_lob.substr

SQL

SELECT DBMS_LOB.SUBSTR(CSUSERATTACHEDFILE01.FILECONTENT, 3, 4) AS
 blobSubstring FROM CSUSERATTACHEDFILE CSUSERATTACHEDFILE01 WHERE
 (CSUSERATTACHEDFILE01.CSUSERATTACHEDFILENO = 10291)

XML問合せAPI

<query alias="testLobSubString"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.AttachedFile"> <projections> <projection
 alias="blobSubstring" projectedValueType="string"> <lobSubstring> <field
 path="fileContent"/> <integer>4</integer> <integer>3</integer> </lobSubstring>
 </projection> </projections> <filterings> <filtering> <equal> <field path="no"/>
 <integer>10291</integer> </equal> </filtering> </filterings> </query>

DECODE

SQL

SELECT DECODE(CSUSER01.FIRSTNAME, 'Sebastien', 'Seb', 'Benoit', 'Ben',
 CSUSER01.FIRSTNAME) AS FIRSTNAME01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testDecode" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <decode> <field path="firstName"/> <string>Sebastien</
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string> <string>Seb</string> <string>Benoit</string> <string>Ben</string> <field
 path="firstName"/> </decode> </projection> </projections> </query>

DISTINCT

SQL

select distinct currency from csuser

XML問合せAPI

<query alias="subQuery" preventDuplicates="true"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="currency"> <field path="currency"/> </projection> </projections> </query>

DUAL

SQL

SELECT 1 FROM DUAL

XML問合せAPI

<query alias="MyDualQuery" projectedClass="DUAL_META_CLASS"> <projections>
 <projection alias="myProjection"> <integer>1</integer> </projection> </projections> </
query>

EXISTS/NOT EXISTS

SQL

SELECT CSUSER01.FIRSTNAME AS FIRSTNAME01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (EXISTS (SELECT CSUSER02.SALARY AS SALARY01 FROM CSUSER CSUSER02 WHERE 1 =
 1))

SELECT CSUSER01.FIRSTNAME AS FIRSTNAME01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE NOT
 (EXISTS (SELECT CSUSER02.SALARY AS SALARY01 FROM CSUSER CSUSER02 WHERE 1 =
 1))

XML問合せAPI

<query alias="testExists" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <field path="firstName"/> </projection> </
projections> <filterings> <filtering> <returnsResults> <query alias="subQuery"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection>
 <field path="salary"/> </projection> </projections> </query> </returnsResults> </
filtering> </filterings> </query>
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<query alias="testExists" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <field path="firstName"/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <not> <returnsResults> <query alias="subQuery"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection>
 <field path="salary"/> </projection> </projections> </query> </returnsResults> </not>
 </filtering> </filterings> </query>

GREATER THAN
SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.SALARY > 50)

XML問合せAPI

<query alias="testGreatherThan" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <field path="no"/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <greaterThan> <field path="salary"/> <integer>50</integer> </
greaterThan> </filtering> </filterings> </query>

GROUP BY
SQL

SELECT APPLICATION01.CANDIDATENO AS candidate,
 COUNT(APPLICATION01.CANDIDATENO) AS appCount FROM APPLICATION APPLICATION01
 WHERE 1 = 1 GROUP BY APPLICATION01.CANDIDATENO

XML問合せAPI

<query alias="testReportQueryWithGrouping"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.BaseApplication"> <projections>
 <projection alias="candidate"> <field path="candidate"/> </projection> <projection
 alias="appCount"> <count> <field path="candidate"/> </count> </projection> </
projections> <groupings> <grouping> <field path="candidate"/> </grouping> </
groupings> </query>

HAVING
SQL

SELECT CSUSER01.CITY AS CITY01, COUNT(CSUSER01.CITY) AS cityCount FROM CSUSER
 CSUSER01 WHERE 1 = 1 GROUP BY CSUSER01.CITY HAVING(COUNT(CSUSER01.CITY) >
 5)

XML問合せAPI

<query alias="testGroupingFilteringInReportQuery"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection>
 <field path="city"/> </projection> <projection alias="cityCount"> <count> <field
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 path="city"/> </count> </projection> </projections> <groupings> <grouping> <field
 path="city"/> </grouping> </groupings> <groupingFilterings> <groupingFiltering>
 <greaterThan> <count> <field path="city"/> </count> <integer>5</integer> </
greaterThan> </groupingFiltering> </groupingFilterings> </query>

IN

SQL

CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.CSUSERNO IN (SELECT CSUSER02.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER
 CSUSER02 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')))

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.CSUSERNO IN (1, 2, 3))

XML問合せAPI

<query alias="testIncludedIn" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection alias="entityKey" tag="entityKey"> <key
 path=""/> </projection> </projections> <filterings> <filtering>
 <includedIn> <field path="no"/> <query alias="candidateSubQuery"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>s*</string> </
matches> </filtering> </filterings> </query> </includedIn> </filtering> </filterings> </
query>

<query alias="testIncludedIn" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </
projection> </projections> <filterings> <filtering> <includedIn> <field path="no"/>
 <list> <integer>1</integer> <integer>2</integer> <integer>3</integer> </list> </
includedIn> </filtering> </filterings> </query>

INNER JOIN

SQL

SELECT APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.APPLICATIONTRACKINGHISTORYNO
 AS APPLICATIONTRACKINGHISTORYNO01 FROM APPLICATIONTRACKINGHISTORY
 APPLICATIONTRACKINGHISTORY01, APPLICATION                APPLICATION01,
 CSUSER                     CSUSER01 WHERE APPLICATION01.CANDIDATENO =
 APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.CANDIDATENO AND APPLICATION01.REQUISITIONNO
 = APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.REQUISITIONNO AND
 APPLICATION01.PROFILELOCALE = APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.PROFILELOCALE
 AND CSUSER01.CSUSERNO = APPLICATION01.CANDIDATENO AND
 ((CSUSER01.CSUSERNO) > 0)

XML問合せAPI

<query alias="testInnerJoin"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.ApplicationTrackingHistoryItem">
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 <projections> <projection> <field path="no"/> </projection> </projections> <filterings>
 <filtering> <greaterThan><key path="application=,candidate="/> <integer>0</integer>
 </greaterThan> </filtering> </filterings> </query>

INTERSECT

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\') INTERSECT SELECT CSUSER02.CSUSERNO
 AS entityKey FROM CSUSER CSUSER02 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE
 '\')

XML問合せAPI

<intersect alias="testIntersect"> <queries> <query alias="testIntersect2"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>a*</string>
 </matches> </filtering> </filterings> </query> <query alias="candidateSubQuery"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>s*</string> </
matches> </filtering> </filterings> </query> </queries> </intersect>

LESS THAN

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.SALARY < 50)

XML問合せAPI

<query alias="testGreatherThan" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <field path="no"/> </projection> </projections> <filterings>
 <filtering> <lessThan> <field path="salary"/> <integer>50</integer> </lessThan> </
filtering> </filterings> </query>

LIKE

SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')

XML問合せAPI

<query alias="testLike" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </



拡張問合せ · 182

projection> </projections> <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/>
 <string>s*</string> </matches> </filtering> </filterings> </query>

MINUS
SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\') MINUS SELECT CSUSER02.CSUSERNO AS
 entityKey FROM CSUSER CSUSER02 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')

XML問合せAPI

<minus alias="testMinus"> <queries> <query alias="candidate"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>a*</
string> </matches> </filtering> </filterings> </query> <query alias="candidate2"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>s*</string> </
matches> </filtering> </filterings> </query> </queries> </minus>

NVL
SQL

SELECT NVL(CSUSER01.FIRSTNAME, 'Unknown') AS FIRSTNAME01 FROM CSUSER
 CSUSER01 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testReplaceNull" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <replaceNull> <field path="firstName"/> <string>Unknown</
string> </replaceNull> </projection> </projections> </query>

OR
SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 ((CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\') OR (CSUSER01.FIRSTNAME = 'Sam'))

XML問合せAPI

<query  alias="testIntersect2" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/>
 </projection> </projections> <filterings> <filtering> <or> <matches> <field
 path="firstName"/> <string>a*</string> </matches> <equal> <field path="firstName"/>
 <string>Sam</string> </equal> </or> </filtering> </filterings> </query>
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ORDER BY
SQL

select csuserno from csuser order by csuserno asc

select csuserno from csuser order by csuserno desc

XML問合せAPI

<query alias="testOrderByAsc" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <field path="no" /> </projection> </projections> <sortings>
 <sorting ascending="true"> <field path="no" /> </sorting> </sortings> </query>

<query alias="testOrderByDesc" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <field path="no" /> </projection> </projections> <sortings>
 <sorting ascending="false"> <field path="no" /> </sorting> </sortings> </query>

OUTER JOIN
SQL

SELECT APPLICATION01.CANDIDATENO AS CANDIDATENO01 FROM
 APPLICATIONTRACKINGHISTORY APPLICATIONTRACKINGHISTORY01, APPLICATION
                APPLICATION01 WHERE APPLICATION01.CANDIDATENO(+)
 = APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.CANDIDATENO AND
 APPLICATION01.REQUISITIONNO(+) =
 APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.REQUISITIONNO AND
 APPLICATION01.PROFILELOCALE(+) =
 APPLICATIONTRACKINGHISTORY01.PROFILELOCALE

XML問合せAPI

<query alias="testOuterJoin"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.ApplicationTrackingHistoryItem">
 <projections> <projection> <field path="application+,candidate+"/> </projection> </
projections> </query>

ROWNUM
SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS CSUSERNO01, rowNum AS rowIndex FROM CSUSER
 CSUSER01 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testRowindex" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <field path="no"/> </projection> <projection
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 alias="rowIndex"> <customValue> <expression>rowNum</expression> </customValue>
 </projection> </projections> </query>

SubString
SQL

SELECT SUBSTR(CSUSER01.LASTNAME, 0, 2) AS LASTNAME01 FROM CSUSER CSUSER01
 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testSubString" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <substring> <field path="lastName"/> <integer>0</integer>
 <integer>2</integer> </substring> </projection> </projections> </query>

ToChar
SQL

SELECT TO_CHAR(LOCALTIMESTAMP(0)) AS tocharnow, TO_CHAR(LOCALTIMESTAMP(0),
 'yyyy-MM-dd') AS tocharnowFormat, TO_CHAR(2.24567, '0.99') AS tochardouble FROM
 Dual Dual01 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testToCharFunction" projectedClass="DUAL_META_CLASS"> <projections>
 <projection alias="tocharnow"> <toChar> <date type="now" xsi:nil="true"/> </toChar>
 </projection> <projection alias="tocharnowFormat"> <toChar> <date type="now"
 xsi:nil="true"/> <string bound="false">yyyy-MM-dd</string> </toChar> </projection>
 <projection alias="tochardouble"> <toChar> <double>2.7689340174</double> <string
 bound="false">0.99</string> </toChar> </projection> </projections> </query>

TRIM
SQL

SELECT TRIM(CSUSER01.LASTNAME) AS LASTNAME01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE 1
 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testTrim" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <trim> <field path="lastName"/> </trim> </projection> </
projections> </query>

TRUNCATE
SQL
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SELECT TRUNC(CSUSER01.SALARY) AS SALARY01 FROM CSUSER CSUSER01 WHERE 1 = 1

XML問合せAPI

<query alias="testTruncate" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <truncate> <field path="salary"/> </truncate> </projection>
 </projections> </query>

UNION
SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\') UNION SELECT CSUSER02.CSUSERNO AS
 entityKey FROM CSUSER CSUSER02 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE '\')

XML問合せAPI

<union alias="testUnion"> <queries> <query alias="testUnion2"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>a*</string>
 </matches> </filtering> </filterings> </query> <query alias="candidateSubQuery"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>s*</string> </
matches> </filtering> </filterings> </query> </queries> </union>

UNION ALL
SQL

SELECT CSUSER01.CSUSERNO AS entityKey FROM CSUSER CSUSER01 WHERE
 (CSUSER01.FIRSTNAME LIKE 'a%' ESCAPE '\') UNION ALL SELECT CSUSER02.CSUSERNO
 AS entityKey FROM CSUSER CSUSER02 WHERE (CSUSER02.FIRSTNAME LIKE 's%' ESCAPE
 '\')

XML問合せAPI

<unionAllowDuplicates alias="testUnionAll"> <queries> <query alias="testUnion2"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>a*</string>
 </matches> </filtering> </filterings> </query> <query alias="candidateSubQuery"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection
 alias="entityKey" tag="entityKey"> <key path=""/> </projection> </projections>
 <filterings> <filtering> <matches> <field path="firstName"/> <string>s*</string> </
matches> </filtering> </filterings> </query> </queries> </unionAllowDuplicates>

その他のカスタム関数
SQL
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SELECT CUSTOM_FUNCTION_NAME(myField,'param1','param2') AS myField01 FROM
 CSUSER CSUSER01 WHERE 1=1

XML問合せAPI

<query alias="testCustomFunction"
 projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate"> <projections> <projection>
 <customFunction name="CUSTOM_FUNCTION_NAME"> <field path="myField"/>
 <string>param1</string> <string>param2</string> </customFunction> </projection> </
projections> </query>

カスタム関数の例

SQL
SELECT REGEXP_REPLACE(CSUSER01.USERNAME,?,?)AS USERNAME01 FROM CSUSER
 CSUSER01 WHERE 1=1

XML問合せAPI
<query alias="testRegexpReplace" projectedClass="com.taleo.akirademo.entity.Candidate">
 <projections> <projection> <customFunction name="REGEXP_REPLACE"> <field
 path="username"/> <string>a</string> <string>b</string> </customFunction> </
projection> </projections> </query>
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Oracle予約語

Oracle予約語は、エクスポート問合せの別名として使用できません。次の表に、Oracleで予約されている語について
示します。

ABORT ACCEPT ACCESS ADD

ALL ALTER AND ANY

ARRAY ARRAYLEN AS ASC

ASSERT ASSIGN AT AUDIT

AUTHORIZATION AVG BASE_TABLE >BEGIN

BETWEEN BINARY_INTEGER BODY BOOLEAN

BY CASE CHAR CHAR_BASE

CHECK CLOSE CLUSTER CLUSTERS

COLAUTH COLUMN COMMENT COMMIT

COMPRESS CONNECT CONSTANT CRASH

CREATE CURRENT CURRVAL CURSOR

DATA_BASE DATABASE DATE DBA

DEBUGOFF DEBUGON DECIMAL DECLARE

DEFAULT DEFINITION DELAY DELETE

DESC DIGITS DISPOSE DISTINCT

DO DROP ELSE ELSIF

END ENTRY EXCEPTION EXCEPTION_INIT

EXCLUSIVE EXISTS EXIT FALSE

FETCH FILE FLOAT FOR

FORM FROM FUNCTION GENERIC

GOTO GRANT GROUP HAVING

IDENTIFIED IF IMMEDIATE IN

INCREMENT INDEX INDEXES INDICATOR

INITIAL INSERT INTEGER INTERFACE

INTERSECT INTO IS LEVEL

LIKE LIMITED LOCK LONG

LOOP MAX MAXEXTENTS MIN

MINUS MLSLABEL MOD MODE

MODIFY NATURAL NATURALN NETWORK
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NEW NEXTVAL NOAUDIT NOCOMPRESS

NOT NOWAIT NULL NUMBER

NUMBER_BASE OF OFFLINE ON

ONLINE OPEN OPTION OR

ORDER OTHERS OUT PACKAGE

PARTITION PCTFREE PLS_INTEGER POSITIVE

POSITIVEN PRAGMA PRIOR PRIVATE

PRIVILEGES PROCEDURE PUBLIC RAISE

RANGE RAW REAL RECORD

REF RELEASE REMR RENAME

RESOURCE RETURN REVERSE REVOKE

ROLLBACK ROW ROWID ROWLABEL

ROWNUM ROWS ROWTYPE RUN

SAVEPOINT SCHEMA SELECT SEPERATE

SESSION SET SHARE SIGNTYPE

SIZE SMALLINT SPACE SQL

SQLCODE SQLERRM START STATEMENT

STDDEV SUBTYPE SUCCESSFUL SUM

SYNONYM SYSDATE TABAUTH TABLE

TABLES TASK TERMINATE THEN

TO TRIGGER TRUE TYPE

UID UNION UNIQUE UPDATE

USE USER VALIDATE VALUES

VARCHAR VARCHAR2 VARIANCE VIEW

VIEWS WHEN WHENEVER WHERE

WHILE WITH WORK WRITE

XOR
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データ機密

サポートする通信プロトコルとして、"常時SSL"を強制使用することをお薦めします。SSL通信プロトコルのプロパティは、
インテグレータ・ロールが設定されたユーザーがSmartOrg通信プロトコル・エディタで構成できます。"常時SSL"モードを
強制使用している場合、Taleoにホストされている環境ではHTTPS要求のみが受け入れられます。この通信プロトコル
構成では、セキュアな接続のみが受け入れられ、送信されるすべてのデータが適切に暗号化されます。TCCで作成され
たすべての統合ポイントは、ハンドシェイク時にこのプロトコルに準拠する必要があります。
TCCでは、HTTPS機能が制限されている組織をサポートするために、HTTPベースの通信も許可されています。このプ
ロトコルを選択すると、TCCとTaleoでホストされた環境の間の通信時にデータが暗号化されません。HTTP通信は、組
織のネットワークがHTTPS通信をサポートしていない場合のみに使用してください。
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ユーザー認証

TCCはWebサービス・セキュリティ(WS-S)とユーザー名/パスワードのBasic認証スキームの両方をサポートしています。

Webサービス・セキュリティ(WS-S)
TCCは、PasswordDigestスキームを使用するWeb Services Security Username Token Profile 1.1をサ
ポートしています。この認証方法を使用すると、トランザクションの一部としてパスワードが送信されません。TCCは、次の
アルゴリズムで、パスワードを使用してパスワード・ダイジェストを生成します。
PasswordDigest = Base64 (SHA-1 (nonce + creation timestamp + password))
TCCは、ノンス、作成タイムスタンプおよびパスワードを連結し、SHA-1ハッシュ・アルゴリズムを使用し
てPasswordDigestを生成し、結果をBase64で暗号化します。これによって、パスワードは判読できなくなり、リプレイ
攻撃を防御する基礎となります。
パスワード・ダイジェスト・セキュリティは、ブルート・フォース攻撃など、パスワード自身に向けられた攻撃に対する効果的
な防御となります。補足されたメッセージの機密情報が既知の攻撃によって暴露されないように、パスワードは十分強力
にする必要があります。
パスワードが回線上に送信されない場合でも、SSL通信プロトコル(HTTPS)を使用することをお薦めします。
Oracle Taleoでは、PasswordDigestスキームを使用するUsername Token Profile 1.1のサポートがリリー
ス14Bで非推奨になっていることが発表されています。Oracle Taleo Enterprise Edition 14B以上のゾーンでの
認証にこの方法を使用している場合は、変更を行い、パスワード・ダイジェストを基本認証で置き換える必要がありま
す。

Basic認証(ユーザー名/パスワード)
ユーザー名/パスワードのBasic認証スキームを使用する際、TCCではHTTPヘッダーにユーザー名とパスワードの形式で
ユーザーの資格証明が指定されます。
HTTPSプロトコルを使用して通信のセキュリティが確保されていない場合は、この情報がクリア・テキストで送信されま
す。そのため、必ずHTTPS通信プロトコルを使用することをお薦めします。
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保存済パスワード

Taleo接続クライアント(TCC)では、認証済のユーザーとパスワードを使用してTaleoホスト製品と通信します。また、プ
ロキシ・サーバーが環境内にインストールされている場合は、追加のユーザー・ログイン情報がTCCで必要になることがあ
ります。

統合ユーザー・パスワード
TCCでは、Taleoホスト製品との通信を確立するために、統合ユーザー・パスワードをローカルに保持します。パスワード
は次の場所に保存できます。

• デフォルト構成ボード・ファイル: default.board.xml
• 環境ファイル: *.properties
• 構成ファイル: *_cfg.xml

統合ユーザー・パスワードは、128ビットのキー・サイズを使用してAESアルゴリズムで暗号化されます。これは、XMLファ
イルに格納されます。
EncryptedPassword = Base64 (AES:128 (password))

暗号化キー・サーバー(EKS)
リリース14Aでは、暗号化キー・ザーバ―がTaleo接続クライアント(TCC)に付属しており、既存のパスワード管理サービ
スの補強に使用できます。EKSは、TCCアプリケーション内のパスワードを暗号化するキーの生成に使用できます。

暗号化キー・サーバーのインストール
ステップ1: encryptionkey-server.jarファイルをTCCインストール・フォルダのサーバー・フォルダからネットワークの場
所にコピーします。これは、TCCインストール以外の場所にすることをお薦めします。encryptionkey-server.jarファイ
ルは、パスワード管理の拡張用に提供されているデフォルトのEKSです。
ステップ2: デフォルトでは、EKSはローカル・ホルトのIPアドレスとポート1126を使用して実行されます。別のアドレスま
たはポートを使用するには、フォルダおよびファイルをサーバー・ルートの場所に作成する必要があります。(変更後にサー
バーを再起動する必要があります。)
フォルダおよびファイル名:

• conf/EncryptionKeyServer.conf File content:
• HOST_PORT=YOUR_SERVER_PORT
• HOST_ADDRESS=YOUR_SERVER_ADDRESS

ステップ3: これで、暗号化サーバーを起動できるようになり、_java_location –jar encryptionkey-server.jarを
コールできます。
a. Windowsプラットフォーム - 次の画面プロンプトがユーザーに表示されます。ユーザーはパスフレーズ値を入力する
必要があります。値は*で表示されます。
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b. Unixプラットフォーム - コマンドラインでパスフレーズを入力するように求められます。
EKSの初回起動時に、AES対称暗号化キーが生成されます。これは、conf/ClientKey.keyファイルに自動的に保
存されます。ユーザーが入力したパスフレーズは、このファイルに保存されている暗号化キー値へのアクセスの保護に使用
されます。EKSを新規インストールするたびに、一意の異なる暗号化キーが生成されます。このため、キー・ファイルをバッ
クアップし、安全な場所に保存することを強くお薦めします。このようにすることで、元の実装にエラーが発生した場合で
も、暗号化されたデータを復元できます。同じパスフレーズを使用すると、データの復号化に必要な暗号化キーのロック
が解除されます。以降のEKSの起動ではすべて、暗号化したデータの復号化に必要な暗号化キーのロック解除に、入
力したパスフレーズが使用されます。
暗号化キー・サーバーを使用したTCCの構成
TCCには、前述のステップで設定および構成したEKSのホスト・アドレスとポートを指定する必要があります。これ
は、TCCの新規インスタンスのインストール中に、次に示す設定ダイアログのステップで追加できます。この情報は、新規
バージョンのTCCのインストール・プロセス中に取得され、TaleoConnectClient.iniファイルに保存されます。

必要に応じて、EKSを後でインストールし、次に示すように、関連するホストおよびポート情報
をTaleoConnectClient.iniファイルに直接追加することもできます。

• -Dcom.taleo.integration.client.encryption.key.hostPort=Your_Server_Port
• -Dcom.taleo.integration.client.encryption.key.hostAddress=Your_Server_Address

異なる暗号化サーバーを使用する場合、新しい暗号化キーを使用するには構成ファイルの変更が必要になることに注
意してください。
TCCでは、変更はUIに表示されません。新しいプロファイルまたは構成ボード・エントリを作成する場合、両方のプロパ
ティが指定されていると、サーバーからの暗号化がパスワードの暗号化に使用されます。それ以外の場合は、デフォルト
の暗号化メカニズムが使用されます。
パスワード暗号化ツール
個別の文字列値を暗号化するためのツールも用意されています。これは、「ツール」 > 「パスワードの暗号化」メニュー
にあります。
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暗号化する文字列値をテキスト・ボックスに入力して、「暗号化」をクリックします。暗号化サーバー・プロパティが定義
されている場合、これが値の暗号化に使用されます。それ以外の場合は、デフォルトの暗号化メカニズムが使用されま
す。暗号化された結果はページの下部に表示されます。「コピー」をクリックしてクリップボードに保存します。「クローズ」ク
リックしてウィンドウを閉じます。

EKSを使用したプロキシ・パスワードの管理
TCCでは、システム・プロパティ・ファイルを使用して、インターネットにアクセスするのに必要なプロキシ・サーバーに対して
自分自身を認証します。必須のシステム・プロパティは次のとおりです。
-Dhttp.proxyHost=myproxyhostname
-Dhttp.proxyPort=portnumber
-Dhttp.proxyUser=username
-Dhttp.proxyPassword=hello123
-Dhttps.proxyPassword=securedHello123

プロパティhttp.proxyPasswordおよびhttps.proxyPasswordに定義される値は暗号化する必要があ
ります。新しいパスワード暗号化ツールは、様々な文字列値の暗号化に使用できます。暗号化キー・サーバー
のアドレスおよびポート・プロパティが存在する場合は、暗号化モードの決定に使用されます。

暗号化キー・サーバーを使用するには、次の2つのプロパティを追加する必要があります。
-Dcom.taleo.integration.client.encryption.key.hostAddress=your_server_address
-Dcom.taleo.integration.client.encryption.key.hostPort=your_server_port
TCCの起動方法に応じて、2つの異なった方法でシステム・プロパティを設定します。

1. WindowsでGUIを使用する場合:
TCCをWindowsのGUIで実行する場合は、すべてのシステム・プロパティをインストール・フォルダのルートにあ
るTaleoConnectClient.iniファイルに定義する必要があります。

2. コマンドライン・インタフェースでTCCを起動する場合:
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TCCをコマンドライン・インタフェースで実行する場合は、システム・プロパティをTaleoConnectClient.bat
(Windows)またはTaleoConnectClient.sh (Unix/Linux)ファイルに含める必要があります。
TCCをコマンドラインから問題なく実行できるようにするために、次のJavaオプションを使用することをお薦めします(実
行される操作タイプに最善な値に変数を置き換えてください)。
JAVA_OPTS=" -ms${JAVA_MIN_MEM}M -mx${JAVA_MAX_MEM}M -XX:NewSize=
${NEWGEN}m -XX:MaxNewSize=${MAXNEWGEN}m -XX:PermSize=${PERMGEN}m -
XX:MaxPermSize=${MAXPERMGEN}m

EKSロギング・サービス
ロギング・サービスは、暗号化キー・サーバーに関連する操作に使用できます。ロギングは、ファイルlog/
EncryptionServerLog.logに書き込まれます。デフォルトのレベルはINFOです。起動時にプロパティを使用してロギ
ング・レベルを変更することはできません。可能なものは次のとおりです。

• -Dlog.file.level=LEVEL_TO_USE
• -Djava.util.logging.config.file=YOUR_LOGGING_PROPERTIES_FILE_PATH

ロギング・プロパティのファイルの内容の例: com.taleo.integration.client.encryption.key.level=FINE
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統合パスワードの指定

コマンドラインを使用してTCCを起動する際に、統合ユーザー・パスワードをENCRYPTED_PASSWORDシンボルとし
て指定します。

ENCRYPTED_PASSWORDシンボルを使用すれば、TCCスクリプトの開発者に統合パスワードを知らせる必要が
なくなるため、セキュリティが向上します。
ステップ

1. 統合パスワードを暗号化します。
a) TCCに用意されているコマンドライン・ツールを使用します。

[TCCHome]>EncryptPassword.bat TheSecretPassword Encrypting
 password using command line argument.Encrypted password: xH/
JD4X3xuVTMz7pO1fdxcFUBUlFWGrZqTfNDw/DLpo=

b) 暗号化されたパスワードをクリップボードにコピーします。
2. TCCを起動します。
3. 「ファイル」>「オープン」>構成ボードの順に選択して、デフォルト構成ボードをオープンします。
4. 新規シンボルを作成します。

a) 名前: ENCRYPTED_PASSWORD
b) 値: [DECRYPT("生成されたパスワードをここに貼り付けてください")]

すべての制御文字(角カッコ、丸カッコおよび二重引用符)を使用して完全な構文を必ず使用してください。
5. エンドポイントを更新して、[ENCRYPTED_PASSWORD]シンボルをパスワード・フィールドで使用します。

上に示したように、シンボルは必ず角カッコで囲んでください。

注意: ランタイム・シンボル関数DECRYPTを使用できるのは、認証パスワードのフィールドのみです。
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ENCRYPTED_PASSWORDの上書き

コマンドラインでパスワードを渡すには、TCCアプリケーションを起動する際に次のシステム・プロパティを追加します。

• クリア・テキスト・パスワード
-Dcom.taleo.client.symbol.ENCRYPTED_PASSWORD=TheSecretPassword

• 暗号化パスワード
-Dcom.taleo.client.symbol.ENCRYPTED_PASSWORD=[DECRYPT(\"xH/
JD4X3xuVTMz7pO1fdxcFUBUlFWGrZqTfNDw/DLpo=\")]
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HTTPプロキシ

一部の企業ネットワークでは、すべての外部HTTP要求をまとめるために、ITポリシーによりプロキシの使用が強制されて
います。これは、ネットワーク・セキュリティ全体の重要な部分を占めています。
Taleo接続クライアントは、ランタイム実行スクリプトと設計環境の両方でHTTPプロキシの使用を完全にサ
ポートしています。HTTPプロキシの構成はhttp://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/
net/properties.html(1.6 http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/net/
properties.htmlまたは1.7 http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/net/
properties.htmlバージョンの場合も同じ仕様)にあるJava標準ドキュメントに従っています。
これらの仕様に従って、HTTPプロキシの構成はJREレベル、つまり統合プロセスが起動されるランタイム環境で行われま
す。接続情報はランタイム実行スクリプトまたは設計環境初期化ファイルのシステム・プロパティとして渡されます。
そのため、企業のHTTPプロキシがポート3128のproxy.acme.netで使用できるとする
と、TaleoConnectClient.batスクリプトを変更して次の内容を追加する必要があります。
%JAVA_HOME%\bin\java.exe
-Dhttp.proxyHost=proxy.acme.net
-Dhttp.proxyPort=3128
-Djava.endorsed.dirs=%IC_HOME%\lib\endorsed
一部の企業のHTTPプロキシ実装では、明示的な認証が必要です。この情報は、次の例に示す2つの追加のシステ
ム・プロパティで指定できます。
%JAVA_HOME%\bin\java.exe
-Dhttp.proxyHost=proxy.acme.net
-Dhttp.proxyPort=3128
-Dhttp.proxyUser=acmeuser
-Dhttp.proxyPassword=secret
-Djava.endorsed.dirs=%IC_HOME%\lib\endorsed
Java仕様に定義されているhttp.nonProxyHostsプロパティも完全にサポートされています。
設計環境でもHTTPプロキシを使用する必要がある場合は、次の行をTaleoConnectClient.iniファイルに追加する
必要があります。
vmargs
-Djava.endorsed.dirs=lib/endorsed
-Dorg.apache.commons.logging.Log=org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger
-Dhttp.proxyHost=proxy.acme.net
-Dhttp.proxyPort=3128

以前のバージョンでは、HTTPプロキシの構成がクライアント構成ファイル自身で行われていました。上に述べた標準的
な方法(詳細はその項を参照)を優先するために、これはサポートされなくなりました。
一部の実装ではhttps.proxyHostプロパティがサポートされていますが、これはJava標準には含まれていま
せん。Taleo接続クライアントでは、すべてのHTTP要求(HTTPまたはHTTPSプロトコル)に対して使用され
るhttp.proxyHostのみをサポートしています。

http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/net/properties.html
http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/net/properties.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/net/properties.html
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/net/properties.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/net/properties.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/net/properties.html
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プロキシ・パスワードの暗号化

ステップ

1. コマンドライン・インタフェースをオープンします。
2. パスワードを引数に指定してユーティリティを実行します。

C:\Program Files\Taleo Connect Client>EncryptPassword.bat MySecre7P4ssword

Encrypting password using command line argument.

Encrypted password:

F0r6f9UebDtC+5cOeI0z0WQxYxA6m410vqqTr9OR1FE=
3. 暗号化されたパスワードをコピーします。
4. システム・プロパティ・ファイルをオープンします。
5. 暗号化されたパスワードをDhttp.proxyPasswordとして貼り付けます。

-Dhttp.proxyPassword=F0r6f9UebDtC+5cOeI0z0WQxYxA6m410vqqTr9OR1FE=
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Microsoft NTLM V1サポート

Microsoft NTLM V1プロキシ・サーバーの認証スキームがサポートされるようになりました。この認証方法のみを利用
するネットワーク・セキュリティ・ポリシーを使用するクライアントで、内部ポリシーに準拠してインフラストラクチャにTCCをイ
ンストールできるようになりました。

考慮事項
• 技術的制限により、システムからパスワード・ダイジェストを取得できません。
• プロキシ・パスワードをネットワークから自動的に読み取れないため、バッチ・ファイルに手動で入力する必要がありま

す。
• ユーザーは、バッチ・ファイルのパスワードをWindowsのドメイン・パスワードと常に同期する必要があります。
• すべてのプロキシ・パスワードを暗号化する必要があります。

プロキシ・システム・プロパティ構成
Microsoft NTLM V1プロキシ・サーバー認証スキームは、TCCインストール・フォルダのルートにあるファイルに構成する
必要があります。

• Windowsユーザー・インタフェースを使用したTCCの起動
TCCをWindowsで実行する際には、すべてのシステム・プロパティをTaleoConnectClient.iniファイルに定義する
必要があります。

• コマンドラインを使用したTCCの起動
コマンドラインを使用してTCCを実行する場合は、コマンドラインを使用してすべてのシステム・プロパティを
渡す必要があります。Windowsの場合はTaleoConnectClient.batファイルに、Unix/Linuxの場合
はTaleoConnectClient.shファイルにシステム・プロパティを挿入します。

NTLMプロキシ用のシステム・プロパティ
プロキシ用に構成できるシステム・プロパティを次のリストに示します。

• -Dhttp.proxyHost=myproxyhostname
• -Dhttp.proxyPort=8080
• -Dhttp.proxyUser=username (Windows Domain User Name)
• -Dhttp.proxyPassword=encrypted password (Windows Domain Password)
• -Dhttp.proxyNTDomain=ACMEDOMAIN (Windows Domain Name)

注意: "http.proxyNTDomain"が必要になるのはNTMLプロキシ認証の場合のみです。

Windows Vista
Microsoft VistaはNTLM V1とNTLM V2の両方のプロキシ・サーバー認証スキームをサポートしていますが、TCCが
現在サポートしているのはMicrosoft NTLM V1のみです。
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保存済データ(Data at Rest)

標準のTCC実装にはデータ保持機能がありません。保存済データ(Data at Rest)暗号化機能は不要です。
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付録A

ボリューム制限
ボリューム制限では、1日またはトランザクションごとのレコードの最大数を指定します。

基本オファリング
Taleo接続クライアントおよびTaleo管理統合を使用しているすべての顧客は、基本オファリングにすぐにアクセスできま
すが、次のボリューム制限に従います。

• 1日当たり最大500,000の抽出レコード。
• 抽出トランザクションごとに最大100,000レコード。
• 1日当たり最大50,000のインポート・レコード。
• インポート・トランザクションごとのレコード数は制限なし。

プレミアム・オファリング
プレミアム・オファリングの顧客のボリューム制限は次のとおりです。

• 1日当たり最大5,000,000の抽出レコード。
• 抽出トランザクションごとに最大300,000レコード(512MB)。
• 1日当たり最大350,000のインポート・レコード。
• インポート・トランザクションごとのレコード数は制限なし。

同時統合
顧客のゾーンに対してパラレルTaleo接続統合を実行できます。現時点では、Taleo製品ごとに4つの同時統合が設
定されています。したがって、Taleo製品ごとに、4つのインポート、3つのインポートと1つのエクスポート、4つのエクスポー
トなどを同時に実行できます。
後続のすべての要求はキューに入り、後でスロットが使用可能になり、それらを実行できるようになると実行されます。

計画的な例外フレームワーク
プロジェクトが実行中で、一時的な変更に対応できるようにボリューム制限を変更する必要がある状況では、計画的な
例外を要求できます。
Taleoでは、次のプロジェクト・タイプおよび対応するボリューム制限を認識します。

プロジェクト・タイプ 日次インポート 日次エクスポート トランザクション単
位のエクスポート

データ移行(新規顧客) 350,000 500,000 100,000レコード(256MB)

データ・ウェアハウス初期抽出 N/A 1,000万 100,000レコード(256MB)

最終抽出 N/A 1,000万 100,000レコード(256MB)

大規模なデータ・リフレッシュま
たは変更

350,000 500万 100,000レコード(256MB)

計画的な例外のプロセス
計画的な例外の最低10日前までにサポート・チケットを送信してください。



付録 · 204

このチケットのコンテンツには、ボリューム制限の変更に関する該当の回答を記載した次のテキストを含める必要がありま
す。

• インシデント情報:
• 要求タイプ: 構成
• CS優先度: 高
• 変更要求: 設定変更/アクティブ化
• 製品: Taleo接続
• コンポーネント: Taleo接続クライアントまたはTaleo接続ブローカー
• ゾーン: 本番(のみ)
• ゾーンURL: xxxx.taleo.net
• タイトル: ボリューム制限の変更の要求
• 摘要
• ボリューム制限の変更が必要になる場合は、次の書式で開始日と終了日を指定してください。YYYY-MM-

DDThh:mm:ss-TZD
• この要求の理由を指定してください(初期ロードの特別イベント)

ボリューム制限は、前述のプロジェクト・タイプのいずれかにする必要があります。
サポート・チケット経由で確認が実行されます。
監視を強化できるように、（計画的な例外が必要ない場合でも、）要求の通知プロセスにクライアント上層部が関与
するようにしてください。
カレンダー年ごとに顧客が許可される計画的な例外の最大数は3です。

計画外の例外プロセス
統合により、顧客のゾーンにてビジネスへの影響があると思われる場合には、、サポート・チケットを送信してください。
このチケットのコンテンツには、ボリューム制限の変更に関する該当の回答を記載した次のテキストを含める必要がありま
す。

• インシデント情報:
• 要求タイプ: 構成
• CS優先度: ビジネススタンド
• 変更要求: 設定変更/アクティブ化
• 製品: Taleo接続
• コンポーネント: Taleo接続クライアントまたはTaleo接続ブローカー
• ゾーン: 本番(のみ)
• ゾーンURL: xxxx.taleo.net
• タイトル: ボリューム制限の変更の緊急の要求
• 摘要
• この要求の理由を指定してください(初期ロードの特別イベント)

計画外の例外ボリューム制限の要求が確認されます。サポート・チケット経由で確認が実行されます。
監視を強化できるように、（エスカレーションが不要な場合でも、）可能であればクライアントの上層部にエスカレーショ
ンを通知してください。
主な違いは、このプロセスがビジネススタンドCS優先度によって運用される。
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付録B

TCCエラー
TCCエラーは、通常はログイン中に発生し、エラー・コードが返されます。

302
問題: プロトコルHTTPとポート80の組合せが無効です。
解決策: HTTPSとポート443を選択します。

401
問題: ユーザー名/パスワード/ゾーン名が無効、またはユーザー・ロールがシステム統合と異なります(あるいはその両
方)。
解決策: このユーザーでTaleo管理者WebTopに手動でログインできるかを検証して、ユーザー・ロールを確認し、必
要に応じてTCC環境を修正してTCCに再度ログインします。

402
問題: Taleoゾーンが現在メンテナンス中です(例: Taleoが更新または移行中(SP、EP、バージョンなど)。
解決策: Taleoの更新または移行が完了するまで待機する必要があります。

403
問題: 禁止されているアクセス、この製品にアクセスする適切な権限がユーザーになく、非同期化で発生する場合もあ
ります。
解決策: Taleoゾーンへの接続のユーザー名、パスワード、ロールおよび通信プロトコルが有効であることを確認します。

404
問題: Taleoゾーン(例: 7.0)よりも上位のバージョンのTCCのデータ・モデル(例: 7.5)を選択しています。
解決策: TCCをクローズし、Taleoゾーンに対応するデータ・モデル・バージョンを使用して再度ログインします。

407
問題: プロキシ認証エラーがあります。
解決策 : プロキシ情報を含むtaleoconnectclient.iniファイルを確認します(ユーザー・ガイドを参照)。

500
問題: 内部サーバー・エラー、ソーンが文書を受信しましたが、通常は文書が無効のため、その処理に失敗しました。
解決策: TCCインポート/エクスポートを再度実行します。

Taleo製品にアクセスできない
• 問題: ゾーン名が無効です(例: stagingzone750.taleo.net)

解決策: TCC接続情報を修正して再度TCCにログインします。
• 問題: プロトコルHTTPとポート443の組合せが無効です。
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解決策: HTTPSとポート443を選択します。

エンティティがすでにブロックされている
• 更新するためのエンティティ・レコードが現在ユーザーによって編集されています。このエラー・メッセージは、レコードが

更新できなくなってから一定の遅延後に返されます。
例:
"Index","Identifier","Status","TransactionType","Result","Message"
 "1","atemplate001","error","jobtemplate.merge",,"The entity is already booked.;"

メモリー不足
• Javaヒープ・サイズ・メモリー管理パラメータ-Xmx<maximum heap size>がtaleoconnectclient.batおよ

びtaleoconnectclient.shスクリプトに追加されています。TCCをコマンドラインから起動したときにメモリー不足エ
ラーが発生した場合は、パラメータを値を増やし、パラメータがない場合は追加します。

•
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付録C

互換性
Taleo接続クライアントとTaleo製品の互換性は、上位のバージョンに移行しても保証され、同じ参照モデルが使用さ
れます。統合ポイントの作成に使用される参照モデルが変更された場合、互換性は保証されません。

アーキテクチャ
Taleo接続クライアント(TCC)は、すべてのTaleo製品に埋め込まれたTaleo接続サーバー(TCS)と通信しま
す。TCSでは、統合に使用可能な各Taleo製品エンティティを示す内部参照モデルを使用します。参照モデルは、ビジ
ネス・エンジンのバージョンに関連し、ビジネス・エンジンには、統合で従う必要のあるビジネス・ルールのセットが含まれま
す。参照モデルは、自動的に相互の互換性を持つことはありません。Taleo製品は、バージョンが次のバージョンになると
機能拡張および変更されます。ビジネス・ルールは、機能拡張および変更に合せて変更されます。
各リリースの統合参照モデルの変更の詳細は、次のノートを参照してください。

• 関連項目: Taleo Enterprise - Taleo統合リリース・ノート(リリース・ノートのMOS、メンテナンス・パッ
ク、Expressパック、および解決済のインシデントの履歴)

例
バージョン11.X製品の参照モデル11 Xで構築された統合ポイントは、参照モデルが変更されていないかぎり、製品が
バージョン12 Xにアップグレードされた後も引き続き機能します。この場合、互換性が保証されます。
製品およびモデルの互換性

たとえば、新しいフィールドを活用するために、参照モデルが変更された場合、互換性は保証されません。この場合、統
合ポイントを再テストし、必要に応じて変更する必要があります。ビジネス・ルールの変更により、統合がわずかに影響を
受ける場合があります。テストが必要になります。
注意: 正式な発表は、完全な互換性のサポートの終了の12か月前に行われますが、7.5参照モデルを使用して構築
された統合は、2014年中頃から後半に正式にサポートが終了することが予想されます。現在7.5の統合スクリプトを
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ゾーンのバージョンに適した最新のデータ・モデル・バージョンにアップグレードするか、このアップグレード、後続のテストおよ
びデプロイメントに関連する計画アクティビティを少なくとも開始できるように準備しておくことを薦めします。
Professional/RecruitingおよびSmartOrgモデルは、7.5より大幅に変更されているため、詳細は次のガイドを参
照することをお薦めします。

• 関連項目: Taleo統合移行ガイド(リリース・ノートのMOS、メンテナンス・パック、Expressパック、および解決済の
インシデントの履歴)

• 関連項目: 製品データ・ディクショナリ(リリース・ノートのMOS、メンテナンス・パック、Expressパック、および解決済
のインシデントの履歴)

移行
正常に統合するために、Taleoゾーン・データ・モデルへの依存性を考慮した場合、重要になるのは、新しいデータ・モデ
ルのバージョンに統合を移行およびアップグレードして互換性を保持することです。
これには、新しいバージョンのTCCにアップグレードするか、または新しいバージョンのPIPファイルのアプリケーションを単に
既存のTCCのインスタンスにアップグレードすることが必要になる場合があります。

移行プロセス
統合スクリプトをアップグレードするには、次のプロセスに従う必要があります。

1. ゾーンに適した最新バージョンの製品PIPファイルをダウンロードしてインストールします。
2. TCCインスタンスのPIPのデフォルトの場所にPIPファイルをインストールします。
3. TCCをオープンし、移行ヘルパー・ツールを選択します。
4. 移行ヘルパー・ツールを使用し、インポートおよびエクスポート・ファイルを選択して、既存のモデルから、手順1でダウ

ンロードしたPIPに対応する新しいモデルにアップグレードします。
5. 移行ヘルパー・ツールからの出力は、拡張子*_migration_*.xmlの名前の新しいファイルです。拡張子および場

所については、既存のデプロイメント・パッケージの要件および設定に対応するものに変更します。

新しいモデルでは存在しないか、使用できないため、移行中に移行されないファイルもあります。これが発生する場合
は、移行の警告がレポートに表示され、プロセスを完了するには手動による移行が必要になる旨が示されます。削除ま
たは置換が必要なフィールドは明確に示されます。
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