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Preface

はじめに
ここでは、アプリケーションおよびこのガイドを使⽤する際に役⽴つ情報ソースを紹介します。

Oracle Applicationsのガイド
Oracle Applicationsのガイドを検索するには、Oracle Help Center (http://docs.oracle.com/)にアクセスしてください。

ドキュメントのアクセシビリティについて
オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

ご意⾒およびご提案
エラーを発⾒した場合、またはドキュメントの改善を提案する場合は、次のいずれかの調査を使⽤してください。

• Webベースのユーザー・ガイドについては、http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12にアクセスしてくだ
さい。

• チュートリアルについては、http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12にアクセスしてください。

ドキュメントの向上にご協⼒頂きありがとうございます。

http://docs.oracle.com/
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12
http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12
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1 スタート・ガイド
スタート・ガイド

Oracle Taleo Sourcingについて
Oracle Taleo Sourcing (ソーシング)は、⼈材採⽤サービス(キャリア・サイト、ジョブの掲載、 ジョブのPRのためのキャンペーンやメッセージ、
候補者の社員紹介、応募など) を提供する、企業向けのWebサービスポータルです。

ソーシングは、ソーシャル・メディア・チャネル(Facebook、LinkedInまたはTwitter)、Oracle Taleo Enterprise (TE)やOracle Taleo
Business Edition (TBE)などの採⽤およびキャリアに関するアプリケーション、およびその他の応募者トラッキング・システム(ATS)と統合できま
す。

サイト・モードは、次のようなサイトとして動作するように設定できます。

• 外部の候補者が、ジョブの検索、応募、プロファイルや提出物の確認を⾏うための、ジョブ・サイト。

• 内部ユーザが、ジョブの共有機能や紹介機能を使⽤するためのサイト。

• 上の両⽅。

サイト・プリファレンスをソーシングを次のような⽤途で使うように設定することもできます。

• 社内の従業員向けのジョブ・サイト。

• 元従業員向けのジョブ・サイト。

• 上の両⽅。

構成
これらの機能の構成設定を次の表に⽰します。

設定

名前 場所

サイト・モード [ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]設定(名前) > 「構
成」 > 「サイト・ビルダー」 > 「サイト設定の編集」 > 「⼀般」

サイト・プリファレンス [ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]設定(名前) > 「構
成」 > 「会社」 > 「アプリケーション」
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ユーザー・インタフェース(UI)要素
これらのユーザー・インタフェース要素は、管理者、採⽤担当者、従業員、元従業員およびその他のエンド・ユーザー向けの、ソーシングのユー
ザー・ページに表⽰されます。

UI要素 説明

ボタン(「ランディング・ページの管理」、「新規従業員の獲得」
など)

システム・アクションの実⾏またはプロセスの実⾏に使⽤します。アクションまたはプロセスを説明するテ
キストが関連付けられている場合もあります。

チェック・ボックスおよびチェックマーク チェック・ボックスは、オプションのグループから選択するためのUIです。チェックマークは、値が選択されて
いることを⽰します。

下向き⽮印(三⾓形) クリックしてオプションのドロップダウン・リストを表⽰します。

⻭⾞のアイコン クリックして要素を構成します(ビデオのアップロードなど)。

グレー表⽰のテキスト 関連付けられている設定、アクションまたはプロセスの短い説明です。このテキストは読取り専⽤で、
編集はできません。

情報アイコン(i) 関連付けられているフィールドを説明する情報が表⽰されます。

リンク・テキスト(マウスのポインタを置くと下線を表⽰) クリックして、別のページ、モーダルまたは他の機能をオープンします。

⾍めがねのアイコン 検索条件を⼊⼒する領域またはフィールドを⽰します。

モーダル ⼀部のリンクまたはボタンは、モーダルと呼ばれる、ポップアップ・ウィンドウまたはダイアログをオープンしま
す。モーダル・ウィンドウは⼦ウィンドウであり、親アプリケーションの操作に戻る前にそのウィンドウで操作
する必要があります。モーダルでは、リンクまたはボタンが表⽰されていた元の機能を実⾏するための、
テキスト⼊⼒、データ⼊⼒またはオプションや値の選択を実⾏します。

鉛筆のアイコン 構成設定の編集またはテキスト領域へのテキスト⼊⼒を開始します。「構成」では、通常、「保存」オ
プションおよび「取消」オプションとともに、テキスト・ボックスまたはセレクタが表⽰されます。⻑いテキス
ト・ボックスはスクロールできます。

プラス記号およびマイナス記号 クリックして、機能を最⼤化または最⼩化します。

ソーシャル・チャネルのアイコン 特定のソーシャル・ネットワーク・チャネル(Facebook、Twitter、LinkedIn、Weiboなど)へのリンクを識
別します。

タグ(新規、急募、星) システムまたはユーザーによる項⽬のタグ付けを⽰します(新規ジョブの場合は「新規」、重要なジョブ
の場合は「急募」、トラックするジョブの場合は「星」など)。

⽇付が表⽰されるテキスト・フィールド ⼀部のテキスト⼊⼒フィールドでは、そのフィールドをクリックするとカレンダ・セレクタが表⽰されます。こ
のセレクタを使⽤して、⽇/⽉/年の形式で⽇付を⼊⼒します。

セレクタが表⽰されるテキスト・フィールド ⼀部のテキスト⼊⼒フィールドでは、そのフィールドをクリックすると、選択可能なオプションのリストを⽰
すドロップダウン形式のセレクタが表⽰されます。
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UI要素 説明

プラス記号が付いたテキスト・フィールド テキストを⼊⼒して値を追加するためのフィールドであることを⽰します。

切り替えボタン 設定または機能の設定と選択解除を切り替えます。

Xボタン ウィンドウまたはモーダルをクローズします。

このガイドについて
このガイドでは、管理者ロール、採⽤担当者ロール、および その他のアクセス・ロールを持つ顧客ユーザーが使⽤できる、ソーシングの表⽰およ
び製品機能について 説明します。

ソーシングにより、管理者や採⽤担当者は、紹介、ダイレクトマーケティングのEメール、およびソーシャル・ネットワークを介して、⾃社で募集中
のジョブに関する情報を従業員、元従業員、他のフォロワと簡単かつ効果的に共有できます。

管理者は、次の機能を使⽤して、⾃社で募集中のジョブをPRできます。

• カテゴリ、場所、カスタムのランディング・ページ。

• ジョブ・リスト、検索バー、Eメール・サインアップのウィジェット。

管理者および採⽤担当者は、次のような幅広い⼿段で⾃社のジョブをPRすることもできます。

• ⾃動紹介告知(ARM)によるキャンペーン。

• オンデマンド紹介(ROD)によるキャンペーン。

• ソーシャル・ジョブ配信(SJD)によるキャンペーン。

• タレント・コミュニティ(TC)向けのメッセージ。

• Facebookジョブ・アプリケーション

管理者および採⽤担当者のロールでは包括的な分析を⾏うこともでき、これにより管理者と採⽤担当者は、サイトのあらゆるアクティビティを
トラッキングおよび分析できます。

従業員、元従業員、紹介者およびその他ののソーシングのフォロワは、次のことを⾏えます。

• サイトでのジョブの検索。

• ジョブへの応募。

• 掲載されているジョブを友⼈へ共有。

すべてのユーザーは、FAQ形式のオンライン・ヘルプを閲覧できます。ただし、閲覧できる内容はロールによって異なります。

このガイドの各章では、これらの主なモジュールやセクションを個別に説明しています。また、重要な⽤語や略語を解説した⽤語集も掲載して
います。
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ナビゲーション・パス
このガイドでは、 特に構成設定および実⾏タスクに関して、主な機能へのナビゲーション・パスを ⽰しています。

ナビゲーション・パスには簡潔な表記⽅法を使⽤しています。たとえば、次のように表記しています。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]検索 > [ジョブ検索ページ]ウィジェットの作成 > [構成] [ウィジェット]。

説明:

• 完全なナビゲーション・パスは太字で⽰しています。

• ⼤カッコ内の⽤語([ソーシング]、[構成]など)は、ユーザー・アクションが不要なUI要素で、ユーザーがシステムどの場所にいるかを確認
できるように⽰しているものです。

• ⼤カッコで囲まれていない⽤語(検索、ウィジェットの作成など)は、リンクやボタンのクリックなど、ユーザー・アクションが必要なUI要素を
⽰しています。

• 右⽮印は、パス内の次のステップへの移動を⽰しています。

Oracle Taleo Sourcingへのアクセス

ソーシングの「ポータル」ページ
「ポータル」ページでは、 登録されているかいないかに関わらず、どちらのユーザも、組織の主な掲載されて いるジョブにアクセスできます。また、
サイトでその他の掲載されているジョブを検索する こともできます。管理者や採⽤担当者などの内部ユーザーも、ソーシングに ログインして、
ジョブの掲載や共有といった機能を使⽤できます。 その他のエンド・ユーザーは、サイトに登録し、ログインして⾃分のユーザー設定を 表⽰およ
び編集できます。

サイン・イン時に使⽤可能な「パスワードを忘れた場合」機能

パスワードを忘れた場合は、ログイン・プロセス中に「パスワードを忘れた場合」リンクをクリックして、Eメール・アドレスを⼊⼒します。新しいパス
ワードの設定⽅法に関する指⽰が記載されたEメール・メッセージを受け取ることができます。

「ポータル」ページ

「ポータル」ページは、ログインしていないユーザに対しては、登録しているかに関わらず、基本的な、ジョブを検索できる場所となります。また、
ログインしているユーザに対しては、同じレイアウトで、ユーザのアクセス・ロールによって使⽤可能な機能のサブセットを表⽰するホームページ
となります。次の表は、「ポータル」ページ(またはホーム・ページ)でユーザーに表⽰される機能をまとめたものです。実際に表⽰される機能は、
ユーザーがログインしているかどうか、ユーザーのアクセス・ロールおよび組織の実装⽅法によって異なります。

UI要素 説明

ヘッダー 会社のロゴ、製品、ソリューション、企業情報などの情報要素が含まれています。
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UI要素 説明

ナビゲーション・バー ソーシングのメイン・モジュールである「ジョブ」、「ジョブのPR」、「分析」、「ヘルプ」(FAQ)、「構成」、「ユーザー設
定」およびソーシャル・チャネル・サイン・イン(Facebook、LinkedIn、Twitter、Weiboなど)へのナビゲーション・リンク
が含まれています。

ジョブ クリックすると、サイト内の他のページからメインのポータル/ホーム・ページに戻ります。ユーザーはこのページで、特集
ジョブやジョブ共有の表⽰、および他の掲載されているジョブの検索を実⾏できます。ほとんどのユーザーが使⽤でき
ます。

ジョブのPR クリックして「ジョブのPR」ページにアクセスできます。このページでは、⾃動紹介告知、オンデマンド紹介、ソーシャ
ル・ジョブ配信、タレント・コミュニティ向けのメッセージなどの掲載されているジョブに対するキャンペーンを管理できま
す。管理者および採⽤担当者が使⽤できます。

分析モジュール クリックして「分析」モジュールにアクセスし、⾃分のサイトのアクティビティに関するデータを表⽰できます。管理者お
よび採⽤担当者が使⽤できます。

ヘルプ(FAQ) クリックして「FAQ」の内容を表⽰できます。すべてのタイプのユーザーが使⽤できます。ヘルプ/FAQの内容は、ロー
ルによって異なります。

報酬 クリックして、従業員紹介ボーナス・ポリシーを表⽰し、対象者および⾒込まれるボーナス⾦額を確認できます。

アカウント設定(ユーザー名) クリックして、次のような⾃分のアカウント設定を表⽰および編集できます。

• 固有の紹介リンク、ユーザー情報、関⼼、パスワードのリセット、ソーシャル・ネットワーク、求⼈のお知らせ
のEメールおよびプライバシの設定。

• サイトの構成設定(管理者のみ)。
• 採⽤担当者を招待(管理者のみ)。
• ⾃分のチャネルの管理(管理者および採⽤担当者)。
• サイン・アウト。

ソーシャル・チャネルのアイコン クリックして⾃分のソーシャル・ネットワーク・アカウントにアクセスできます(Facebook、TwitterおよびLinkedIn)。有
効なソーシャル・ネットワーク・アカウントを持っている必要があります。

プロモーション(PR)テキスト 組織のジョブまたはメッセージをPRするテキストです。(PRテキストは、管理者が辞書エディタで編集できます。ロー
ルに応じて異なるテキストを設定できるため、管理者、採⽤担当者、従業員またはゲストによって異なるテキストが
表⽰されます。)

ランディング・ページの管理 クリックして「ランディング・ページの管理」モジュールにアクセスできます。管理者が使⽤できます。

サイン・アップ アカウントを設定し、1つ以上のソーシャル・ネットワーク(Facebook、TwitterまたはLinkedIn)を使⽤してサイン・イ
ンするかEメール・アドレスを使⽤してサイン・アップして、ジョブを紹介できるようにします。

サイン・イン ⾃分のアカウントへのサイン・インに使⽤します。管理者または採⽤担当者の権限を持つ内部ユーザーは、この機
能を使⽤してソーシング内の管理機能にアクセスします。

求⼈のお知らせにサイン・アップ ⾃分が指定したジョブの関⼼領域、場所および頻度に基づいて送信される、求⼈のお知らせのEメールにサイン・
アップします。
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UI要素 説明

ジョブの検索 キーワードおよび場所に基づいてサイト内で他のジョブを検察するための条件を⼊⼒します。

• 「キーワード」フィールドをクリックして、上位5位までのジョブ・カテゴリのリストを表⽰し、そこから選択します。
• 「場所」フィールドをクリックして、上位5位までのジョブの場所のリストを表⽰し、そこから選択します。
• どちらのフィールドでも、キーワードの最初の数⽂字を⼊⼒すると、値の⾃動⼊⼒リストが表⽰されます。

詳細は、このガイドの「ジョブ検索」を参照してください。

「検索」ボタン キーワードと場所に基づいて、他のジョブの検索を開始します。「ジョブ検索」ページがオープンし、フィルタ機能にア
クセスできます。

詳細は、このガイドの「ジョブ検索」を参照してください。

特集ジョブ 採⽤者によって「新規」または「急募」とタグ付けされた募集中のジョブのリストを表⽰します。次の操作も実⾏でき
ます。

• 特集ジョブの要約を表⽰します。
• 「すべての新規ジョブの表⽰」リンクをクリックして、ソーシング内の使⽤可能なすべての新規ジョブまたは急

募ジョブをフィルタします。
• ジョブ・タイトルをクリックして、「ジョブの詳細」ページをオープンします。「ジョブの詳細」ページでは、ジョブの説

明および関連情報を表⽰し、ジョブに応募できます。
• ジョブの場所をクリックして、その場所のジョブのリストを表⽰します。

「⾃分のプロファイル」セクション 「特集ジョブ」の右にあります。ログインしておらず、サイト・モードがジョブ・サイトに設定されている場合は、「⾃分の
プロファイル」セクションに次の内容が表⽰されます。

• 「今後の求⼈のためにプロファイルを作成し、管理します。」というテキスト。
• 「プロファイルに移動」ボタン。このボタンをクリックすると、サイン・イン・モーダルに移動します。アカウントを持っ

ていない場合は、「サイン・アップ」のオプションが提供されます。

ログインしている場合は、このセクションに⾃分のアカウント名および円形の⾃分の画像(提供されている場合)が表
⽰されます。画像がアップロードされていない場合は、汎⽤のシルエットが表⽰されます。「プロファイルに移動」リン
クは、ソーシングの権限クラス(つまり、ロール)に対して構成されているキャリア・セクションがターゲットとなり、それらの
権限に基づいて適切なプロファイルに遷移します。このセクションには、個⼈の共有情報(次の項⽬の合計数も含
む)も表⽰されます。

• リンクが共有された数: リンクをクリックすると、共有したリンクの詳細を⽰すモーダルが表⽰されます。
• クリック数: リンクをクリックすると、ご紹介リンクのクリックの詳細を⽰すモーダルが表⽰されます。
• 候補者: リンクをクリックすると、⾃分の紹介によって完了した応募に関する情報が表⽰されます。

「⾃分の提出」セクション 「特集ジョブ」の右にあります。ログインしていない場合、「⾃分の提出」セクションには次の内容が表⽰されます。

• 「求⼈をトラッキングします。」というテキスト。
• 「⾃分の提出」ボタン。このボタンをクリックすると、サイン・イン・モーダルに移動します。アカウントを持っていな

い場合は、「サイン・アップ」のオプションが提供されます。

ログインしている場合、このセクションには⾃分の応募に関する情報が表⽰されます。「⾃分の提出」リンクは、ソー
シングの権限クラス(つまり、ロール)に対して構成されているキャリア・セクションがターゲットとなり、それらの権限に基
づいて適切な提出(社外⽤および社内⽤)に遷移します。
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UI要素 説明

上位紹介者 ⾃分のサイトの上位紹介者の概要が表⽰されます。これらの紹介者は、最もジョブの共有を⾏い、それらのジョブ
の共有から発⽣した結果が最も多いユーザーです。上位紹介者は、次の基準を使⽤してスコアリングされます。

• ジョブの共有。
• ジョブの共有から発⽣したクリック数。
• ジョブの共有から発⽣した応募の数。

各基準はユーザーのプリファレンスに従って加重され、加重は管理者が構成できます。上位紹介者の資格を得る
には、ユーザーは、最低限の「合格点」を満たす必要があります。

以前のジョブ検索 最近実⾏したジョブの検索の概要が表⽰されます。

アクティビティ・フィード ローンチ時から現在までにサイトで実⾏された掲載されているジョブの共有の合計数が表⽰されます。

最新のアクティビティが時系列で表⽰されます。

サイト・マップ サイト内のページのリストが、ページをオープンするダイレクト・リンクとともに表⽰されます。

ユーザーとしてのサイン・アップ(紹介サイト・モード)
前提条件

従業員、元従業員またはゲストとしてジョブの紹介を受けるために、ソーシングにサイン・アップします。

サイト・モードは「紹介」に設定する必要があります。

[ソーシングの「ポータル」ページ]

⼿順
1. ページの右上隅にある「サイン・アップ」をクリックします。

「サイン・アップ」モーダルがオープンします。
2. 有効なソーシャル・ネットワーク・アカウントを使⽤してサイン・アップするか、Eメール・アドレスを 使⽤してサイン・アップする

かを選択します。
ここでは、Eメール・アドレスを使⽤してサイン・アップします。

3. 「Eメールでサイン・アップ」をクリックします。
「あなたの情報を提出します」モーダルがオープンします。

4. サイン・アップ情報を⼊⼒します。
a. ⽒名、Eメール・アドレスおよびパスワード(確認⼊⼒を含めて2回)を⼊⼒ します。
b. 従業員、元従業員またはその他であることを⽰すため、該当するオプションを選択します。

5. 「サイン・アップ」をクリックします。

結果
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ソーシングにサイン・アップされます。ログイン時に実際に表⽰される機能は、アクセス権限および組織の実装によって異なります。

ユーザーとしてのサイン・アップ(ジョブ・サイト・モード)
前提条件

ソーシングにサイン・アップして、ソーシングをジョブ・サイトとして使⽤し、⾃分のプロファイルおよび提出物を確認できるようにします。

サイト・モードはジョブ・サイトとして設定する必要があります。

[ソーシングの「ポータル」ページ]

⼿順
1. ページの右側にある「プロファイルに移動」をクリックします。

「サイン・アップ」モーダルがオープンします。
2. 新規ユーザーとしてサイン・アップするオプションを使⽤します。
3. サイン・アップ情報として、⽒名、Eメール・アドレスおよびパスワード(確認⼊⼒を含めて2回)を ⼊⼒します。
4. 「サイン・アップ」をクリックします。

結果
ソーシングにジョブ・サイトとしてサイン・アップされ、ソーシングのログイン情報を使⽤して⾃分のプロファイルおよび提出物を⼊⼒、編集および
確認できます。ログイン時に実際に表⽰される機能は、アクセス権限および組織の実装によって異なります。

ソーシングへのサイン・イン
前提条件

アカウントがすでに作成されているか、アカウントにサイン・アップしている必要があります。

[ソーシングの「ポータル」ページ]

⼿順
1. ページの右上隅にある「サイン・イン」をクリックします。

「サイン・イン」モーダルがオープンします。
2. （オプション）パスワードを思い出せない場合は、「パスワードを忘れた場合」リンクをクリックし、⾃分のEメール・アドレスを

⼊⼒して、新しいパスワード情報を受け取ることができます。
3. ログイン情報を⼊⼒します。

• ソーシャル・ネットワーク・アカウントのいずれか(Facebook、TwitterまたはLinkedIn)を使⽤してログインすること
も、ソーシングに直接ログインすることもできます。

• 内部の管理者または採⽤担当者は、ソーシングに直接サイン・インするのが⼀般的です。Facebookジョブ・ア
プリケーションをインストールおよび設定するために管理者として操作する場合は、例外です。
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• ここでは、ソーシングに直接ログインすることを前提としています。
4. ⾃分のEメール・アドレスおよびパスワードを⼊⼒します。
5. 「サイン・イン」をクリックします。

結果
ソーシングにサイン・インされます。実際に表⽰される機能は、アクセス権限および組織の実装によって異なります。

求⼈のお知らせへのサイン・アップ
前提条件

ソーシングは、希望するユーザーに求⼈のお知らせのEメールを送信します。

ここでは、ソーシングの求⼈のお知らせにサイン・アップします(ログイン・アカウントは不要です)。

[ポータル]ページ

⼿順
1. ページの右上隅にある「求⼈のお知らせにサイン・アップ」をクリックします。

「求⼈のお知らせにサイン・アップ」モーダルがオープンします。
2. ⾃分の姓名およびEメール・アドレスを⼊⼒します。
3. 「関⼼」、「場所」および「会社」をクリックし、それぞれの値を選択します。
4. 求⼈のお知らせのEメールを送信する間隔を選択します。
5. チェック・ボックスをクリックして「条件」を確認します。
6. 「サイン・アップ」をクリックします。

結果
選択した関⼼、場所および会社に関係するソーシングの求⼈のお知らせを、指定した間隔で受け取るように登録されます。

ユーザー・アカウントおよび設定

ユーザー・アカウント
ユーザー・アカウントは、管理者、採⽤担当者およびソーシングの フロントエンド・ユーザーが「ポータル」ページからアプリケーションにログインする
のに必要です。

「管理者」アカウントはオラクル社が設定します。組織のソーシングのゾーンで構成、ブランディングおよび統合作業を⾏うには、オラクル社に
サービス・リクエストを提出して、管理者ロール権限を割り当ててもらいます。



Oracle Taleo Enterprise
Sourcingユーザー・ガイド

第1章
スタート・ガイド

10

「採⽤担当者」アカウントは、管理者が採⽤担当者の候補に「採⽤担当者への招待」Eメールを送信し、採⽤担当者がEメール内のリンクを
クリックして登録プロセスを完了すると設定されます。

「フロントエンド・ユーザー」アカウントは、「サイト・モード」が「紹介」に設定されたときに許可されます。このアカウントは、潜在的なユーザー(従
業員や元従業員など)が「ポータル」ページから「サイン・アップ」ボタンをクリックし、登録プロセスを完了したときに作成されます。

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

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

• 「関係の選択」が有効化されている場合、「従業員番号の検証」構成設定では、登録者が従業員の関係を選択するときに従業
員番号を⼊⼒するように要求します。

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

• 「信頼できる紹介者の部分的ログイン」構成設定が有効化されている場合、採⽤担当者のEメールから遷移してきており、信頼で
きる紹介者である従業員は、ユーザーのようなものとして部分的にログインできます。これらのユーザーは、ソーシングにアクセスしてサ
イン・インせずに候補者を紹介したり、紹介の貢献実績を認められます。

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

シングル・サイン・オン(SSO)

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

構成
次の表では、ユーザー・アカウントに影響する「構成」設定をリストしています。

設定

名前 場所

採⽤担当者を招待 [ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]設定(名前) > 「構
成」 > 「ユーザー」 > 「採⽤担当者」

Eメール・ドメイン [ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]設定(名前) > 「構
成」 > 「会社」 > 「会社のURL」

関係の選択 [ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]設定(名前) > 「構
成」 > 「ユーザー」 > 「登録」
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設定

名前 場所

従業員番号の検証 [ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]設定(名前) > 「構
成」 > 「ユーザー」 > 「登録」

⾒込みのあるユーザーに部分的にログイン [ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]設定(名前) > 「構
成」 > 「ユーザー」 > 「ログイン」

ユーザー設定
「設定」領域では、ユーザー・アカウント情報および個⼈ 設定、接続しているソーシャル・チャネル、求⼈のお知らせ、プライバシ設定などを 更
新します。ロールによっては、「採⽤担当者を招待」、「⾃分のチャネルの管理」、「サイン・アウト」 などの機能にもアクセスできます。

「設定」にアクセスするには、まず「ポータル」ページからソーシングにサイン・インします。サイン・インすると、ホーム・ページ・ヘッダーの右側に「設
定」リンクが表⽰されます。このリンクでは、ラベルにユーザー名が付けられています。リンクをクリックすると、次のような使⽤可能なオプションのリ
ストが含まれた、ドロップダウン・メニューが表⽰されます。

• 構成

• 設定

• 採⽤担当者を招待

• ⾃分のチャネルの管理

• サイン・アウト

注 :  使⽤可能な設定および機能は、ユーザーのロールおよび組織の実装によって異なります。管理者、採⽤担当者、従業員、元
従業員および紹介者は、この機能の様々な組合せを使⽤できます。ロールおよびソーシング構成に応じて、完全なドロップダウン・メ
ニューではなく「設定」ボタンのみが表⽰される場合があります。

設定

「設定」ページを使⽤して、次の項⽬の表⽰および更新、あるいはその両⽅を⾏います。

• 固有のリンク

• ユーザー情報

• 関⼼

• パスワードのリセット

• ソーシャル・ネットワーク

• 求⼈のお知らせのEメール送信

• プライバシ
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「固有のリンク」セクションに表⽰される紹介リンクを、Eメールまたはソーシャル・ネットワークを使⽤して、友⼈やその他の潜在的候補者に送
信できます。URL全体をコピーして共有することも、「ショート・リンクの取得」をクリックしてショートURLをコピーし、それを友⼈や候補者に送信
することもできます(Twitterのツイートなどで短い形式のURLを使⽤し、実際には⻑い形式のWebアドレスが参照されるようにすることができま
す)。候補者が、受け取ったリンクを使⽤して掲載されているジョブを検索し、ソーシングで応募を開始すると、送信元のユーザーが⾃動的に
紹介者として設定されます。

「ユーザー情報」セクションには、⾃分の現在のユーザー情報(情報がある場合)が表⽰されます。⾃由形式でテキストを⼊⼒するか、フィール
ド内のドロップダウン・メニューを使⽤して、⾃分の情報を更新します。「⾔語」、「ロケール」および「タイムゾーン」フィールドで、⾃分の国とタイム
ゾーンを選択できます。ロケールを選択すると、その国と関連付けられた⾔語でソーシングを表⽰できます。「ユーザー情報の保存」ボタンをク
リックするまで、アカウントは更新されません。

「関⼼」セクションでは、⾃分の関⼼、場所および会社を⼊⼒して、送信されるジョブを調整します。フィールドをクリックしてドロップダウン形式
の選択リストのオプションを表⽰し、選択します。変更内容を保存します。ソーシングで⾃動Eメールが⽣成されるたびに、選択内容に基づい
た、⾃分の関⼼に合ったジョブが含められます。

⾃分のパスワードを知っていて、それを変更する場合は、「パスワードのリセット」を使⽤します。ログイン情報を変更するには、現在のパスワー
ドを⼊⼒してから、新しいパスワードを⼊⼒し、その確認⼊⼒をします。変更内容を保存します。

注 :  これは、サイン・イン時に使⽤可能な「パスワードを忘れた場合」機能とは異なります。パスワードを忘れた場合は、ログイン・プロ
セス中に「パスワードを忘れた場合」リンクをクリックして、Eメール・アドレスを⼊⼒します。新しいパスワードの設定⽅法に関する指⽰
が記載されたEメール・メッセージを受け取ることができます。

「ソーシャル・ネットワーク」では、ソーシングのユーザー・アカウントと接続するFacebook、TwitterまたはLinkedInのアカウントを⼊⼒および更
新します。新しいソーシャル・チャネルを接続するには、該当するソーシャル・チャネルのアイコンの横にある「接続」をクリックします。クリックすると
モーダルがオープンされ、接続を承認できます。ソーシングと現在接続されているソーシャル・チャネルについて接続の承認を撤回するには、「切
断」をクリックします。

「求⼈のお知らせのEメール送信」では、システムから求⼈のお知らせのEメールを受け取るかどうかを選択します。求⼈のお知らせのEメール
を受け取る場合はチェック・ボックスを選択し、受け取らない場合は選択を解除します。この機能を利⽤する場合は、⾃分のアカウントと関連
付けられているEメール・アドレスまたはその他の希望するEメール・アドレスで、求⼈のお知らせのEメールを受信できます。変更内容を保存し
ます。

「プライバシ」では、「アクティビティ・フィード」および「上位紹介者」セクションに⾃分のアカウントを表⽰するかどうかを選択します。「アクティビ
ティ・フィード」および「上位紹介者」セクションに⾃分のアクティビティを公開する場合は、このチェック・ボックスを選択します。公開しない場合は
チェック・ボックスの選択を解除します。変更内容を保存します。

「設定」ページでは、「上位紹介者」ボックスおよび「アクティビティ・フィード」ボックスも表⽰できます。

採⽤担当者を招待

管理者はこの機能を使⽤して、ソーシングにサイン・アップするように社内の⼈を招待するモーダルをオープンできます。Eメール・アドレスを⼊⼒
して「送信」をクリックすると、招待Eメールが⽣成されます。招待Eメールを受け取った社内の⼈は、Eメール内のリンクをクリックして、採⽤担当
者権限でソーシングアカウントに登録できます。

⾃分のチャネルの管理

「⾃分のチャネルの管理」リンクを使⽤して、同じ名前のページをオープンします。このページでは、接続されているソーシャル・チャネ
ル(Facebook、Twitter、Linked、Weiboなど)を管理できます。
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サイン・アウト

「サイン・アウト」機能は、ログインしているユーザーがセッションを終了し、ソーシングからログアウトするのに使⽤します。

ユーザー⾔語設定
ソーシングでは、いくつかの⾔語がサポートされて います。デフォルト⾔語および組織で実装するための⾔語の アクティブ化は、管理者が構成
します。 個々の⾔語プリファレンスは各ユーザーが設定します。

サポート対象の翻訳⾔語はすべて、デフォルトでシステムにロードされています。管理者は、ソーシング⽤のデフォルト⾔語ロケールと、アプリ
ケーションのユーザーが使⽤できるアクティブな⾔語/ロケールを構成します。ソーシングの各ロケールには対応する採⽤の⾔語があります。ソー
シングには、英語、ドイツ語、スペイン語など、ローカル⾔語でロケール名が表⽰されます。構成に応じて、ユーザーはサポート対象⾔語のすべ
てまたはサブセットを使⽤できます。ユーザーは、登録時に⾃分のユーザー設定を使⽤して、⾔語プリファレンスを設定できます。

⾔語トグル

ソーシングのすべてのページには、⾔語トグルが 設置されており、ユーザーは使⽤可能な⾔語を確認し、ユーザー・ インタフェースを⾃分の⾔
語に変更することができます。この⾔語トグルは2つ以上の⾔語(つまり、ロケール)が システムで有効になっている場合にのみ表⽰されます。単
⼀のロケールのみの場合は、異なるロケールの 選択肢がないため、⾔語トグルはUIに表⽰されません。
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「ジョブの詳細」ページの⾔語トグルに使⽤可能なロケールは、その特定の求⼈で使⽤可能な⾔語に制限されます。ソーシングで使⽤可能
なロケールの数と、採⽤でこの求⼈に使⽤可能になっている⾔語の数に差異がある場合は、そのことを⽰すメッセージが⾔語トグルの横に表
⽰されます。

ブラウザ⾔語によるセッション⾔語の決定

ソーシングでは、ブラウザ⾔語を使⽤して、ユーザが期待する⾔語でユーザーのソーシング・サイトを⾃動的に表⽰します。これによってユーザー
は、新規に導⼊された⾔語トグルで⾔語を変更しなくても想定された⾔語でソーシングを使⽤できます。

ソーシングはユーザーのブラウザにロードされるため、そのブラウザに構成されている⾔語を識別できます。その⾔語がソーシングのアクティブ・ロ
ケールである場合は、その⾔語でソーシングを表⽰できます。ブラウザの⾔語がソーシングのアクティブ・ロケールでない場合は、構成されている
デフォルト・ロケールでソーシングが表⽰されます。デフォルト・ロケールが構成されていない場合、ソーシングは英語(アメリカ)で表⽰されます。

注 :  ユーザーの認証後は、⾃分の設定の個⼈ロケール・プリファレンスが、ブラウザ⾔語の設定より優先されます。

ユーザー⽤の⾔語設定

次の表は、⾔語関連のユーザー設定および機能を⽰しています。

⾔語設定または機能

名前 説明 場所

「登録」の⾔語ロケール 管理者は、ユーザーがソーシングに登録する際の「ロケール」
フィールドの表⽰を制御できます。デフォルトではオフになりま
す。オンにすると、ユーザー登録ページにロケールが追加されま
す。ユーザーは、登録時に希望する⾔語ロケール(国)を指定
して、ソーシングをその国と関連付けられている⾔語で表⽰し
ます。

[ソーシング]初期ユーザー・ログイン > 「登録」モーダ
ル

⾔語/ロケール エンド・ユーザーは、希望する⾔語ロケールを選択して、ソーシ
ングをその国と関連付けられている⾔語で表⽰できます。ユー
ザーが⾔語を選択した場合、アプリケーションはその⾔語で表
⽰されます。

[ソーシング]ユーザー・ログイン(すべて) > [ホーム・ペー
ジ]設定(名前) >「設定」 > 「ユーザー情報」
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⾔語設定または機能

名前 説明 場所

ジョブ⾔語インジケータ(地球儀アイ
コン)

1つのジョブに複数の⾔語が使⽤されている場合は、地球儀
のアイコンが表⽰されます。ユーザーは、アイコンの上にマウスの
カーソルを置いて、その求⼈⽤にアクティブ化されている⾔語を
表⽰できます。求⼈に1つの⾔語のみが使⽤されている場合
は、その⾔語の名前が表⽰され、地球儀のアイコンは表⽰さ
れません。

[ソーシング]管理者またはその他のユーザーとしてログ
イン > [ホーム・ページ]ジョブ

⾃分のチャネルの管理
管理者と採⽤担当者は、「ソーシャル・チャネル」ページ を使⽤することで、ソーシングからFacebookまたはTwitterのソーシャル・チャネルへの
接続を、 単⼀の場所で管理できます。これは、「ソーシャル・ジョブ配信」の「ファンとフォロワに ジョブを送信」ページと同様の機能です。

「ソーシャル・チャネル」ページにアクセスするには、「⾃分のチャネルの管理」オプションをクリックして、「ユーザー設定」(名前)リンクを使⽤しま
す。このページは次の⽤途に使⽤します。

• Facebookジョブ・アプリケーションをインストールする機能にアクセスします。

• 「⾃分のソーシャル・チャネルの管理」セクションで、ページの追加または削除、プライバシ設定の編集およびページの表⽰を実⾏しま
す。(接続したページはカード上に⽰されます。)

⾃分のプロファイル・ブロックおよびアクティビティ・フィードも表⽰できます。

ソーシャル・チャネルの管理
前提条件

ソーシャル・ネットワーク・サイト(FacebookまたはTwitter)の既存のアカウントを持っている必要があります。

持っていない場合は、このモジュールを使⽤してアカウントにサイン・アップできます。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ユーザー設定 (名前) > 「⾃分のチャネルの管理」

⼿順
1. すでに接続済のFacebookページまたはTwitterアカウントが、ページ中央の ソーシャル・チャネル管理領域でカードに表

⽰されます。
FacebookページまたはTwitterアカウントがない場合は、次の⼿順を実⾏してアカウントを作成できます。

ページまたはアカウントが接続されていない場合(リストで使⽤できない場合)は、次の⼿順を実⾏して、既存のページまた
はアカウント⽤のページを追加できます。

2. アカウントを作成するか、接続先アカウントを追加するには、「Facebookページの追加」 または「Twitterアカウントの追
加」のカードをクリックします。
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この例では、「Twitterアカウントの追加」カードを選択します。
3. Twitterのアプリケーション認証のモーダルがオープンします。

a. このモーダルには、Oracle Taleo Sourcingに関する情報が読取り 専⽤で表⽰されます。
b. （オプション）新しいTwitterアカウントを作成するには、Twitterにサイン・アップする リンクをクリック

し、Twitterに参加するためのモーダルに必要な情報を ⼊⼒して、アカウントを作成します。次に、⼿順cに
進みます。

c. Twitterのアプリケーション認証のモーダルに、ユーザー名またはEメール・アドレス、Twitter アカウントのパス
ワードを⼊⼒します。連携アプリの 認証のボタンをクリックします。

結果
接続したアカウントのカードが、「⾃分のソーシャル・チャネルの管理」ページのソーシャル・チャネル管理セクションに表⽰されます。

ソーシング・アプリケーションは、⾃分のタイムラインからツィートを読んだり、フォローする⼈の確認、新しい⼈のフォロー、プロファイルの更新およ
びツィートの投稿を実⾏できます。

ダイレクト・メッセージへのアクセスやTwitterパスワードの表⽰は実⾏できません。

ソーシング・アプリケーションによるアクセスは、Twitterアカウントの設定ページのアプリ連携のタブでいつでも無効化できます。

次の⼿順
接続されているページまたはアカウントを削除するには、プライバシ設定を編集し、ページを表⽰し、(ページ中央のソーシャル・チャネル管理領
域にある)すでに接続されているアカウント⽤のカードを使⽤します。
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2 ジョブ・モジュール
ジョブ・モジュール

ジョブ検索

「ホーム・ページ」のジョブ検索
「ホーム・ページ」には、ソーシングの 中⼼的な機能がログイン・ユーザーに表⽰されます。このページの 「特集ジョブ」、「ジョブ検索」および「以
前のジョブ検索」セクションから、組織で 募集中のジョブにすばやくアクセスできます。

「ホーム・ページ」のレイアウトは、「ポータル」ページと全般的に同じです。このページには、使⽤可能な機能のサブセットが、ユーザーのアクセ
ス・ロールに基づいて表⽰されます。「ホーム・ページ」でユーザーが使⽤可能な「ジョブ検索」の機能を次の表にまとめます。実際に表⽰される
機能は、アクセス・ロールと組織の実装に応じて変わります。

UI要素 説明

特集ジョブ 採⽤担当者によって「新規」または「急募」とタグ付けされた、特集ジョブの要約を表⽰するために使⽤します。次
の操作も実⾏できます。

• ジョブの要約を表⽰します。
• 「すべての新規ジョブの表⽰」または「すべての急募ジョブの表⽰」のリンクをクリックしてリストをフィルタ処理し

ます。
• ジョブ・タイトルをクリックして、ジョブの詳細と説明を表⽰します。ジョブの詳細からジョブに応募することがで

きます。
• ジョブの場所をクリックして、その場所のジョブのリストを表⽰します。

ジョブ検索 「ジョブ検索」セクションは、キーワードと場所に基づいて、サイトにあるジョブをさらに検索するために使⽤します。

• どちらのフィールドでも、キーワードまたは場所の最初の数⽂字を⼊⼒するだけで、⾃動補完機能が動作
し、⼀致する値のリストが表⽰されます。このリストから値を選択します。

• または、「キーワード」フィールドをクリックして、表⽰される上位5つのジョブ・カテゴリのリストから選択します。
• または、「場所」フィールドをクリックして、表⽰される上位5つのジョブの場所のリストから選択します。

「検索」をクリックすると、「ジョブ検索」ページがオープンし、検索に⼀致した結果が表⽰されます。⼀致する結果が
ない場合は、メッセージが表⽰されます。「ホーム・ページ」に戻るには、上部のナビゲーション・バーにある「ジョブ」リ
ンクをクリックします。
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UI要素 説明

ジオロケーション・ジョブ検索 ソーシングは、緯度と経度による座標を使⽤した場所(番地など)のIDであるジオロケーションをサポートしています。
「構成」の「ジオロケーション検索」設定が有効になっている場合は、場所を確認するメッセージがロード時に表⽰さ
れます。内容に同意すると、その場所が「場所」検索ボックスに事前⼊⼒されます。これは、デスクトップとモバイル・
デバイスの両⽅で機能します。

• 複数の場所を持つジョブの場合、検索に関係のある場所が1つでもあれば、検索結果にはすべての場所が
表⽰されます。

• ジョブの場所が特定されていない場合は、現在⾃分が位置する地域で⼀般的なジョブの結果を取得でき
ます(都道府県または州内にある遠隔地のオフィスなど)。たとえば、⽶国カリフォルニア州のフレズノにいる場
合は、特定の緯度と経度を持たない、⽶国カリフォルニア州のジョブを結果として得られます。

• ユーザーがPlacefinderディレクトリで⾒つからない場所検索を⼊⼒すると、場所基準を使⽤してキーワー
ド検索を実⾏するオプションが提⽰されます。ユーザーが「はい」を選択すると、⼊⼒した場所がキーワード・
フィールドにコピーされ、キーワード検索が実⾏されます。そのキーワードが含まれているすべての結果(ある
場合)が表⽰されます。この機能によって、ユーザーは、無効な場所からジョブをもたらす可能性があるキー
ワード検索に変換することで、通常のジオ検索ライブラリ以外の場所でジョブを検索できるようになります。

キーワード検索 「キーワード検索」フィールドは次のように動作します。

• 複数形の区別なし(たとえば、"Managers"を検索すると"Manager"も検索結果に表⽰される)。
• あいまい⼀致を許可(たとえば、"Development"を検索すると"Developer"も検索結果に表⽰される)。
• ⼤⽂字⼩⽂字の区別なし。
• 句読点を分析。
• ⼀般語句を除外(ランキングの"ジョブ"など)。
• 特殊⽂字に対応するASCII⽂字を許可。
• キーワード(ジョブ・タイトルまたはジョブの説明に表⽰される語句など)や、特殊フラグ(新規ジョブや急募ジョ

ブなど)が設定されたジョブに対し、相対的に加重を調整する、動的な加重を許可。

以前のジョブ検索 「以前のジョブ検索」セクションは、最近実⾏したジョブ検索の要約を表⽰するために使⽤します。検索タイトルを
クリックすると「ジョブ検索」ページがオープンし、結果が中央のセクションに表⽰されます。「ホーム・ページ」に戻るに
は、上部のナビゲーション・バーにある「ジョブ」リンクをクリックします。

「ジョブ検索」ページ
ユーザーが「ポータル」または 「ホーム・ページ」の「検索」をクリックすると、「ジョブ検索」ページがオープンします。

検索

最初のジョブ検索結果は、中央の列に表⽰されます。管理者および採⽤担当者は、リストされたジョブに対し、「急募ジョブ」設定を切り替え
ることができます。また、ジョブに⼿動で"マーク"を付けて、そのジョブに対するアクティビティが発⽣したときに通知を受け取ることもできます。ジョ
ブに"マーク"を付けることで、ジョブに対するアクティビティが発⽣すると通知が届きます。マークが付いたジョブのみが表⽰されるようにフィルタ処
理することもできます。さらに、アカウントからジョブのPRのためのキャンペーンを実⾏すると、ジョブに⾃動的にマークが付けられます。

ページ上部でのキーワードと場所の検索は引き続き使⽤でき、これによりさらに詳しい検索を実⾏できます。検索を重ねるたびに、検索条件
に⼀致するジョブ結果は更新され、中央の列に表⽰されます。

構成によっては、検索結果をさらに変更するための追加の検索ファセットが提供されています。

• 次のみ表⽰: チェック・ボックスを使⽤することで、「⾃分のジョブ」(マークしたジョブ)、「急募ジョブ」、「新規ジョブ」および「ビデオ付きの
ジョブ」としてタグ付けしたジョブをフィルタ処理できます。
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• 検索半径: 「構成」で「ジオロケーション検索」と「ユーザー管理半径単位」が有効になっている場合、⾃分の場所から半径を選択し
て、結果をフィルタ処理できます。ジョブの検索結果で場所が認識され、定義済の半径内にあるすべてのジョブが表⽰されます。

• ⾔語: 指定した⾔語のジョブがフィルタ処理されます。

• 国: 指定した国のジョブがフィルタ処理されます。

• 場所: 指定した場所にあるジョブがフィルタ処理されます。これにより、都道府県や州など、半径検索より広い範囲でジョブを検索で
きます。

• ジョブ・カテゴリ: 指定したジョブ・カテゴリのジョブがフィルタ処理されます。

• 会社(組織): 指定した会社組織のジョブがフィルタ処理されます。

「ポータル」または「ホーム・ページ」で使⽤可能な機能の多くは、「ジョブ検索」ページでも使⽤できます。次はその例です。

• ナビゲーション・バー

• 設定(名前)

• PRテキスト

• プロファイル・セクション

• 以前のジョブ検索

• アクティビティ・フィード

その他の機能

アクセス・ロールによっては、ページ上部にさらに別のボタンが表⽰されます。

採⽤担当者、従業員および元従業員には、次のボタンが表⽰されます。

• Facebookで共有: Facebookへのログインと投稿を⾏うモーダルがオープンします。ここでは、メッセージ・テキストの⼊⼒
や、Facebookへの投稿の共有が⾏えます。

• 紹介リンクの共有: 紹介リンクのモーダルがオープンします。このリンクをコピーして、Eメールや、ソーシャル・チャネルへの投稿に使⽤
できます。

管理者には次のボタンが表⽰されます。

• ウィジェットの作成: ウィジェットの構成ページがオープンします。ここでジョブ・リスト・ウィジェット、検索バー・ウィジェットおよびEメール・
サインアップ・ウィジェットを作成できます。詳細は、このガイドの「ウィジェットの作成および共有」を参照してください。

• ランディング・ページの作成: 「カスタム・ランディング・ページの作成」がオープンします。ここで、「ページ・タイトル」に⼊⼒し、「ページ
の作成」をクリックします。詳細は、このガイドの「ランディング・ページ管理」を参照してください。

「ジョブの詳細」ページ
「ジョブの詳細」ページは、 「ポータル」、「ホーム」または「ジョブ検索」ページにリストされているジョブ・タイトルを ユーザーがクリックするとオープン
します。ユーザーは、共有されているソーシャル・チャネル、紹介Eメール およびキャンペーン・メッセージ上のリンクからジョブの詳細にアクセスする
こともできます。
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「ジョブの詳細」には、ジョブの詳細な説明のほか、他のユーザーとジョブを共有したり、ジョブに応募するためのリンクもあります。このページに表
⽰される機能は、ユーザーのアクセス・ロールや組織の実装に応じて変わります。

「ポータル」、「ホーム」および「ジョブ検索」ページで使⽤可能な機能のうち、⼀部の機能は「ジョブの詳細」ページでも使⽤できます。次はその
例です。

• ナビゲーション・バー

• 設定(名前)

• PRテキスト

ジョブ固有の情報

「ジョブの詳細」ページで使⽤可能なジョブ固有の機能や情報を次の表に⽰します。

UI要素 説明

このジョブ・ページの強化 ここでは、管理者または採⽤担当者がURLリンクを⼊⼒し、既存のYouTubeまたはVimeoビデオをジョブに関連
付けることができます。この機能を使⽤して、組織の⽂化、この職場で働く利点、およびこのジョブの魅⼒をユー
ザーにアピールします。候補者は、提供された紹介リンクや投稿からこのジョブをたどることで閲覧できます。

「ビデオ付きのジョブ」アイコン ビデオを含むジョブにはすべて、検索結果、キャンペーン、ジョブの詳細でビデオ・アイコンが表⽰され、告知先のメ
ディアでの注⽬度が⾼まります。

使⽤可能⾔語(地球儀アイコン) 1つのジョブに複数の⾔語が使⽤されている場合は、地球儀のアイコンが表⽰されます。ユーザーは、このアイコン
の横にあるリンクをクリックすることにより、求⼈で使⽤されている⾔語を表⽰、選択して、翻訳されたバージョンを表
⽰できます。求⼈に1つの⾔語のみが使⽤されている場合は、その⾔語の名前が表⽰され、地球儀のアイコンは
表⽰されません。詳細は、『Oracle Taleo Sourcing Configuration Guide』の⾔語に関する項を参照してくだ
さい。

ジョブ・タイトル ジョブ・タイトルを表⽰します。

ジョブの場所 リンクをクリックすると、「ジョブ検索」がオープンし、同じ場所にある他のジョブが表⽰されます。管理者は、「ジョブ」
構成の「場所表⽰プリファレンス」設定を使⽤して、場所の表⽰に関する書式設定を⾏えます。

「新規」および「急募」タグ 「新規」タグおよび「急募」タグが表⽰されます(このジョブに当てはまる場合)。管理者は、「ジョブ」構成の「新規ジョ
ブの⽇付範囲」設定を使⽤して、「新規」タグを定義できます(ジョブのアップロード後、新規扱いされる期間の⽇数
を定義する場合)。

ジョブ・カテゴリ リンクをクリックすると、「カテゴリ・ランディング・ページ」がオープンし、同じカテゴリにリストされている他のジョブが表⽰
されます。

組織名 表⽰のみ。

投稿⽇ / 表⽰総数 / 求⼈番号 ジョブが投稿された⽇付、ジョブ摘要のユーザー表⽰総数、求⼈番号がそれぞれ表⽰されます。管理者は、「ジョ
ブ」構成セクションの「⼀般表⽰」設定で、これらのフィールドのオンとオフを切り替えることができます。
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UI要素 説明

このジョブのPR 「紹介のリクエスト」(オンデマンド紹介)、「ファンとフォロワに送信」(ソーシャル・ジョブ配信)、「タレント・コミュニティに
送信」(タレント・コミュニティ向けのメッセージ)に、が、管理者および採⽤担当者にリストで表⽰されます。リンクをク
リックすると、選択したキャンペーンまたはメッセージを作成するためのページがオープンします。

このジョブを薦める/友⼈に薦める 管理者、採⽤担当者、従業員およびその他のユーザーが、ソーシャル・チャネル経由で更新情報やプライベート・
メッセージを送信したり、紹介リンクをコピーしてEメールにペーストしたりソーシャル・チャネルに投稿するなど、ジョブを
薦めるためのリンクがリストで表⽰されます。

友⼈の履歴書のアップロード 従業員が友⼈の連絡先情報を⼊⼒したり、履歴書ファイルをアップロードしたり、そのような履歴書をジョブに対し
て提出するためのモーダルをオープンします。

このジョブへの応募 候補者が⾃分の連絡先情報を⼊⼒し、応募プロセスを開始するための「応募」モーダルをオープンします。

ジョブ摘要 詳細なジョブの説明が表⽰されます。

社内専⽤ジョブ 社内の従業員のみを対象としたジョブの場合、「ジョブ摘要」に表⽰されます。管理者は、「ジョブ」構成の「社内専
⽤ジョブ」設定で、このフィールドのオンとオフを切り替えます。

追加情報 「ジョブ摘要」に、採⽤マネージャ、社内コンタクト名および給与に関する情報が表⽰されます。管理者は、「ジョ
ブ」構成の「社内情報」設定で、このセクションとその内部のフィールドのオンとオフを切り替えます。

ボーナスの対象およびボーナス⾦額 「ジョブ摘要」に、紹介ボーナスがこのジョブに適⽤されるかどうか、また、そのボーナス⾦額が表⽰されます。管理者
は、「ジョブ」構成の「ボーナスの対象」設定と「ボーナス⾦額」設定で、これらのフィールドのオンとオフを切り替えま
す。

詳細は、『Oracle Taleo Sourcing Configuration Guide』のジョブ構成に関する章を参照してください。

ジョブの検索
前提条件

[ソーシングの「ポータル」 ページ]

⼿順
1. （オプション）「特集ジョブ」リストで次の操作を実⾏できます。

• 特集ジョブ(新規ジョブまたは急募ジョブ)をページに表⽰し、関⼼のあるジョブのジョブ・タイトル・リンクをクリックで
きます。

• ジョブの場所のリンクをクリックして、その場所で募集中のすべてのジョブのリストを「ジョブ検索」ページに表⽰する
こともできます。次に、関⼼のあるジョブのジョブ・タイトル・リンクをクリックします。

2. （オプション）「検索」セクションでは、「キーワード」または「場所」に検索条件を⼊⼒でき ます。
a. いずれかのフィールドをクリックし、使⽤可能なオプションを選択 するか、キーワードまたは場所の数⽂字を

⼊⼒して⼀致する値のリストを表⽰し、 そこから選択します。
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b. 「「検索」をクリックします。
c. 「ジョブ検索」ページで、検索結果のリストから関⼼のあるジョブを⾒つけ、ジョブ・ タイトル・リンクをクリックし

ます。

結果
「ジョブの詳細」ページがオープンし、ジョブの説明および関連情報が表⽰されます。

次の⼿順
そのジョブに応募するか、友⼈に紹介できます。

ジョブへの応募
前提条件

「ジョブの詳細」ページには、ソーシング・ポータルまたはホーム・ページのジョブ検索、メッセージまたはソーシャル・チャネル・キャンペー
ン内のリンク、あるいは紹介リンクを経由して訪れます。

[ジョブの詳細]ページ

⼿順
1. 「このジョブへの応募」をクリックします。

ジョブへの応募のフローは、構成および組織の 実装によって異なります。通常は、「このジョブへの応募」 モーダルがオープ
ンします。

2. 次の情報を提供します。
a. ⾃分のEメール・アドレスを⼊⼒します。
b. 求⼈のお知らせを受け取るかどうかを指定します。
c. ソーシングに⾃分を記憶させるかどうかを ⽰します。
d. ⾃分の姓と名前を⼊⼒します。

3. 「応募の開始」をクリックします。

結果
構成設定および組織の実装に応じて、選択したジョブの応募トラッキング・システムの応募フローに遷移します。たとえば、Oracle Taleo
Enterpriseキャリア・セクションの応募フローに遷移します。
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ジョブの共有および紹介

ジョブの共有および紹介
ユーザーは、Eメール、既存の ソーシャル・ネットワーキング・アカウント、またはEメールで紹介リンクを共有することにより、 ジョブのURLやジョブ
へのリンクを共有できます。

注 :  ジョブの共有機能は、管理者、採⽤担当者、従業員、元従業員、他のユーザーによって異なります。ソーシャル・チャネルまた
は紹介リンクを使⽤してジョブを共有できるかどうかは、アクセス・ロールおよび所属する組織の実装に応じて変わります。

「ポータル」からの共有または⾮ログイン時の共有

ジョブは、ソーシングにログインしているかどうかに関係なく、次のようにいつでも共有できます。

• 閲覧中のページのURLをブラウザからコピーし、それを候補者宛てのEメール・メッセージにペーストします。

• 「このジョブを共有」または「リンクのコピー」ボタンをクリックして⼀意のURLを⽣成し、それを候補者宛てのEメール・メッセージにペース
トします。候補者がリンクを使⽤すると、送信者の紹介の貢献実績が認められます。

「ホーム・ページ」からの共有

ログイン後は、次の⽅法でリンクを候補者と共有したり、候補者に紹介することもできます。

• 「ユーザー設定」から紹介リンクをコピーし、候補者宛てのEメール・メッセージにペーストします。候補者がリンクを使⽤すると、送信
者の紹介の貢献実績が認められます。

• サイトのURLまたは紹介リンクを既存のソーシャル・ネットワーキング・アカウント(Facebook、Twitter、LinkedIn、Weiboなど)で共
有します。URLまたはリンクを共有するには、ソーシャル・チャネル・アイコン(「ユーザー設定」/「名前」リンクの右側)をクリックします。ア
カウントにログインし、ソーシャル・チャネルに投稿するためのモーダルが表⽰されます。

「ジョブの詳細」ページからの共有

サイトのURLやリンクは、「ジョブの詳細」ページにあるいずれかのボタン(ユーザー・ロールに基づいて表⽰される)を使⽤することでも共有できま
す。

• このジョブのPR: 「紹介のリクエスト」(オンデマンド紹介)、「ファンとフォロワに送信」(ソーシャル・ジョブ配信)、「タレント・コミュニティに
送信」(タレント・コミュニティ向けのメッセージ)といった管理者および採⽤担当者向けのリンクのリストが表⽰されます。リンクをクリック
すると、選択したキャンペーンまたはメッセージを作成するためのページがオープンします。

• このジョブを薦める / 友⼈に薦める: 管理者、採⽤担当者、従業員およびその他のユーザーが、ソーシャル・チャネル経由で更新
情報やプライベート・メッセージを送信したり、紹介リンクをコピーしてEメールにペーストしたりソーシャル・チャネルに投稿など、ジョブを
薦めるためのリンクのリストで表⽰されます。

• 友⼈の履歴書のアップロード: 従業員が友⼈の連絡先情報を⼊⼒したり、履歴書ファイルをアップロードしたり、そのような履歴書
をジョブに対して提出するためのモーダルがオープンします。

• このジョブへの応募: 候補者が⾃分の連絡先情報を⼊⼒し、応募プロセスを開始するための「応募」モーダルがオープンします。

• このジョブの強化: 管理者または採⽤担当者は、ジョブに関するビデオのURLリンクを⼊⼒でき、候補者は、提供された紹介リンク
や投稿からこのジョブをたどることで閲覧できます。



Oracle Taleo Enterprise
Sourcingユーザー・ガイド

第2章
ジョブ・モジュール

24

紹介リンク

「設定」ページの「固有の紹介リンク」セクションには紹介リンクが表⽰され、このリンクをEメールまたはソーシャル・ネットワークを介して友⼈や候
補者に送信できます。URL全体をコピーして共有できるほか、「ショート・リンクの取得」をクリックして短い形式のURLをコピーし、友⼈や候補
者に送信することもできます(Twitterのツイートなどで短い形式のURLを使⽤し、実際には⻑い形式のWebアドレスが参照されるようにする
ことができます)。候補者が、受け取ったリンクを使⽤して掲載されているジョブを検索し、ソーシングで応募を開始すると、送信元のユーザーが
⾃動的に紹介者として設定されます。

⼀般的な候補者の紹介および提出

Oracle Taleo SourcingとOracle Taleo Enterprise (TE)との統合機能の⼀環として、ソーシングでは、(特定のジョブに対する履歴書提
出ではなく)候補者の⼀般的な履歴書を提出することが可能です。この機能がアクティブ化されると、ログイン済の従業員は友⼈の履歴書を
提出できます。従業員であるフロンドエンド・ユーザーの「ホーム・ページ」の上部には、「紹介の提出」ボタンが表⽰されます。この「紹介の提
出」ボタンをユーザーがクリックすると、ポップアップ・メニューに次のオプションが表⽰されます。

• 友⼈が応募するためのリンクの送信: 「紹介リンク」モーダルがオープンし、リンクをコピーして友⼈にEメールで送信できます。

• このサイトを友⼈と共有: この場合も「紹介リンク」モーダルがオープンし、リンクをコピーして友⼈にEメールで送信できます。

• 友⼈の履歴書の提出: 「友⼈の履歴書のアップロード」モーダルがオープンし、友⼈の連絡先を⼊⼒したり、友⼈の履歴書をアップ
ロードおよび提出できます。

従業員がこの⽅法で履歴書をアップロードすると、候補者のプロファイルがTEEに作成されます。

注 :  この機能の動作には、組織でソーシングおよびTE 14B以降を使⽤していることが必要です。また、⼀般的な履歴書提出を許
可するようにTEが構成されていること、およびソーシングのTaleo Enterprise Edition構成セクションで「⼀般候補者の許可」設定が
有効になっていることも必要です。

⼈材推薦のEメール

この機能が有効になっている場合は、候補者の推薦理由を尋ねる⼈材推薦のEメールが紹介者に送信されます。このEメールに対する紹介
者の返信は、「構成」領域の設定に基づき、採⽤担当者に送信されます。

• ⼈材推薦: 「ジョブ」セクションの下。⼈材推薦のEメールを紹介者に送信するかどうかを指定します。

• 採⽤担当者に⼈材推薦を通知: 「メッセージング」セクションの下。採⽤担当者に⼈材推薦を通知するEメールを送信するかどうか
を指定します。

• マークした採⽤担当者に送信: 「メッセージング」セクションの下。掲載されているジョブが"マーク"でタグ付けされているかどうかに基づ
き、掲載されているジョブに関連付けられている採⽤担当者に⼈材推薦の返信を転送するかどうかを指定します。

• 共通Eメール・アドレスに送信: 「メッセージング」セクションの下。⼈材推薦の返信Eメールを共通Eメール・アドレスに転送するかどう
かを指定します。

• 共通Eメール・アドレス: 共通Eメール・アドレスを⼊⼒するためのテキスト⼊⼒フィールド。
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ウィジェットの作成および共有

ウィジェットの作成および共有
管理者は、「ウィジェット」機能を使⽤し、他のWebサイトに 特定のソーシング機能を埋め込むことによって、ジョブを告知および共有 できま
す。

他のサイトにソーシングのウィジェットを作成および展開する主な⽬的は、他のWebサイトのユーザーに、ソーシングのホスト・サイトを訪問して
もらうことです。ウィジェットを、組織の外部の⼈材募集ページおよびイントラネット・サイトに展開するか、サイト・ビルダーで作成したソーシング
のページに展開します。次のウィジェット・タイプおよびそれらを作成するためのテンプレートを使⽤できます。

• 検索結果(ジョブ・リスト): カテゴリまたは場所、あるいはその両⽅に基づいて、ジョブの検索結果のリストが表⽰されます。特定の
ジョブ・カテゴリまたは場所に関⼼を持つ候補者をターゲットにする際に、このタイプのウィジェットを使⽤することをお薦めします。

• 検索バー: ユーザーがジョブを検索できるように、検索バーを表⽰します。

• 求⼈のお知らせのEメールにサイン・アップ: 求⼈のお知らせのEメールにサイン・アップするモーダルにリンクするボタンを表⽰します。

注 :  ウィジェットは、サイト・ビルダーのカスタム・サイトに使⽤できないことを意味するサイト固有ではありません。ウィジェットは、システ
ムに付属のデフォルト・サイトのみを⽰すことができます。

ウィジェットの作成

管理者の場合は、「ジョブ検索」ページの上部に「ウィジェットの作成」ボタンが表⽰されます。このボタンをクリックすると、ウィジェットを作成およ
び管理する機能を提供する、「構成」領域の「ウィジェット」セクションがオープンします。このセクションには、ウィジェットのタイプ別に3つのサブセ
クションがあります。

各セクションには、該当するタイプの作成済のウィジェットがすべてリストされ、それらを編集、プレビューおよび保存できます。ウィジェットの「名
前」、「ノート」、「摘要テキスト」、「幅」、「⾼さ」、「ヘッダー」、「ボタン・テキスト」および「ボタンの⾊」を編集できます。使⽤可能な設定は、ウィ
ジェットのタイプによって異なります。

各サブセクションには、該当するタイプの新しいウィジェットを作成する機能も含まれています。
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図: 「ジョブ・リスト・ウィジェット」の作成。

ジョブ・リスト・ウィジェットの作成
前提条件

管理者権限でログインしている必要があります。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]

⼿順
1. 検索条件(キーワードまたは場所、あるいはその両⽅)を⼊⼒します。
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2. 「検索」をクリックします。
「ジョブ検索」ページがオープンし、中央のセクションに検索結果が表⽰されます。

3. （オプション）必要に応じて検索結果をフィルタして、候補対象者に提⽰するジョブのグループを表⽰します。
4. 「ウィジェットの作成」をクリックします。

「ウィジェット」ページがオープンし、新しいウィジェット設定(「タイトル/名前」、「ノート」、 「幅」、「⾼さ」、「ヘッダーを含める」
および「リンクの⾊」)を⼊⼒するフィールドが表⽰されます。「ジョブ検索ID」 が事前設定されていますが、編集はできませ
ん。

5. ウィジェット設定⽤の情報を⼊⼒します。
ノートは内部使⽤のためのものです。

6. ウィジェット設定の⼊⼒が終了したら、「プレビュー」をクリックして、「ウィジェット・プレビュー」 モーダルにウィジェットをオープン
します。確認が終了したらモーダルをクローズします。
プレビュー・モードでは、ジョブ検索の最初のいくつかの結果のみがウィジェットに表⽰されます。

7. 編集が完了するまで、⼿順5および⼿順6を繰り返します。
8. 保存します。

結果
ウィジェットのコードが「コードのコピー」フィールドに表⽰されます。コードは読取り専⽤で、編集することはできません。

次の⼿順
ウィジェットを展開するには、コードをコピーし、別のWebサイトのソース・コードの、そのウィジェットを表⽰させる場所にペーストします。

ユーザーは、そのコードが追加されたWebページから、ジョブ・リストを表⽰し、操作できます。ユーザーがリスト内のジョブをクリックすると、ソーシ
ングにリダイレクトされて、ジョブ摘要の詳細を表⽰できます。

ジョブ検索ウィジェットの作成
前提条件

管理者権限でログインしている必要があります。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]検索 > [ジョブ検索ページ]ウィジェットの作成 > [構成] [ウィジェット]

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]ユーザー・アカウント > 「構成」 > 「ウィジェット」 > [ウィジェット]

⼿順
1. 「検索バー・ウィジェット」の下の「新規検索ウィジェットの作成」ボタンをクリックします。

「ウィジェット」ページがオープンし、新しいウィジェット設定(「タイトル/名前」、「ノート」、 「摘要テキスト」、「プレースホルダ・
テキスト」、「ボタン・テキスト」、「幅」、「⾼さ」、 「ヘッダーを含める」、「ボタンを含める」および「ボタンの⾊」)を⼊⼒する
フィールドが表⽰されます。

2. ウィジェット設定⽤の情報を⼊⼒します。
ノートは内部使⽤のためのものです。
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3. 設定の⼊⼒が終了したら、「プレビュー」をクリックして、「ウィジェット・プレビュー」モーダルにウィジェットをオープンします。確
認が終了したらモーダルをクローズします。

4. 編集が完了するまで、⼿順2および⼿順3を繰り返します。
5. 保存します。

結果
ウィジェットのコードが「コードのコピー」フィールドに表⽰されます。コードは読取り専⽤で、編集することはできません。

次の⼿順
ウィジェットを展開するには、コードをコピーし、別のWebサイトのソース・コードの、そのウィジェットを表⽰させる場所にペーストします。

ユーザーは、そのコードが追加されたWebページから、ジョブ検索バーを表⽰し、操作できます。ユーザーが「実⾏」をクリックして検索を開始す
ると、ソーシングにリダイレクトされ、検索を実⾏できます。

求⼈のお知らせのEメールにサイン・アップするウィジェットの作成
前提条件

管理者権限でログインしている必要があります。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]検索 > [ジョブ検索ページ]ウィジェットの作成 > [構成] [ウィジェット]

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]ユーザー・アカウント > 「構成」 > 「ウィジェット」 > [ウィジェット]

⼿順
1. 「Eメール・サインアップ・ウィジェット」の下の「新規Eメール・ウィジェットの作成」ボタンをクリックします。

「ウィジェット」ページがオープンし、新しいウィジェット設定(「タイトル/名前」、「ノート」、 「摘要テキスト」、「ボタン・テキス
ト」、「ボタンの⾊」、「幅」、「⾼さ」、「ヘッダーを含める」 および「ボタンの⾊」)を⼊⼒するフィールドが表⽰されます。

2. ウィジェット設定⽤の情報を⼊⼒します。
ノートは内部使⽤のためのものです。

3. 設定の⼊⼒が終了したら、「プレビュー」をクリックして、「ウィジェット・プレビュー」モーダルにウィジェットをオープンします。確
認が終了したらモーダルをクローズします。

4. 編集が完了するまで、⼿順2および⼿順3を繰り返します。
5. 保存します。

結果
ウィジェットのコードが「コードのコピー」フィールドに表⽰されます。コードは読取り専⽤で、編集することはできません。

次の⼿順
ウィジェットを展開するには、コードをコピーし、別のWebサイトのソース・コードの、そのウィジェットを表⽰させる場所にペーストします。
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ユーザーは、そのコードが追加されたWebページから、求⼈のお知らせのEメールにサイン・アップするウィジェットを表⽰し、操作できます。ユー
ザーが「サイン・アップ」ボタンをクリックすると、ソーシングの「求⼈のお知らせにサイン・アップ」モーダルにリダイレクトされ、登録できます。

既存のウィジェットの編集
前提条件

管理者権限でログインしている必要があります。

編集するウィジェットがすでに作成されている必要があります。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]検索 > [ジョブ検索ページ]ウィジェットの作成 > [構成] [ウィジェット]

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]ユーザー・アカウント > 「構成」 > 「ウィジェット」 > [ウィジェット]

⼿順
1. 編集する既存のウィジェットの名前を⾒つけます。

各サブセクションには、該当するタイプ(ジョブ・リスト、ジョブ検索またはEメール・サイン・アップ)の作成済のウィジェットがすべ
てリストされます。

2. ウィジェットを編集するには、名前の右側にある鉛筆のアイコンをクリックします。

フィールドがアクティブ化され、ウィジェットの様々な要素(「名前」、「ノート」、「摘要テキスト」、「幅」、「⾼さ」、「ヘッダー」、
「ボタン・テキスト」および「ボタンの⾊」)を編集できます。使⽤可能な設定は、ウィジェットのタイプによって異なります。

3. 必要に応じて編集します。
ノートは内部使⽤のためのものです。

4. 編集が終了したら、「プレビュー」をクリックして、「ウィジェット・プレビュー」モーダルにウィジェットをオープンします。確認が終
了したらモーダルをクローズします。

5. 編集が完了するまで、⼿順3および⼿順4を繰り返します。
6. 保存します。

結果
ウィジェットのコードが「コードのコピー」フィールドに表⽰されます。コードは読取り専⽤で、編集することはできません。

次の⼿順
ウィジェットを展開するには、コードをコピーし、別のWebサイトのソース・コードの、そのウィジェットを表⽰させる場所にペーストします。

ユーザーは、そのコードが追加されたWebページから、ウィジェットを表⽰し、操作できます。ユーザーがウィジェット内でジョブまたは処理可能な
ボタンをクリックすると、ソーシングにリダイレクトされます。
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3 ジョブのPRモジュール
ジョブのPRモジュール

ジョブのPRモジュール

ジョブのPR
ジョブのPRモジュールでは、 ⾃動紹介告知(ARM)、オンデマンド紹介(ROD)、ソーシャル・ジョブ配信(SJD)およびタレント・ コミュニ
ティ(TC)向けのメッセージといった⽅法で、新しいジョブのマーケティング・キャンペーンを 作成したり、既存のジョブのマーケティング・キャンペーン
を管理できます。

ジョブのPRモジュールは、管理者および採⽤担当者が使⽤できます。モジュールへのアクセスは、ソーシングにサインインし、「ホーム・ページ」
上部のナビゲーション・バーにある「ジョブのPR」リンクをクリックすることで⾏います。

ジョブのPRでは、ユーザーに関係のあるジョブを送信することにより、ユーザーと活発なつながりを築き、それらのジョブをユーザーが⾃分の友⼈
やソーシャル・ネットワークに共有してくれるようになります。「ジョブのPR」ページには、⾃社の従業員、元従業員および他のユーザーとジョブを
共有するために使⽤できるすべてのタイプのキャンペーンおよびメッセージが表⽰されます。新しいメッセージを作成したり、既存のキャンペーンを
管理できます。利⽤可能なキャンペーンおよびメッセージのタイプは次のとおりです。

• ⾃動紹介告知: ジョブの共有を促すため、スケジュール設定された⾃動メッセージを対象者に繰り返し送信します。管理者のみが
利⽤できます。

• オンデマンド紹介: 特定のジョブを共有するために、対象者に1回メッセージを送信します。

• ソーシャル・ジョブ配信: 接続されているFacebookファン・ページ、TwitterハンドルおよびLinkedInページにジョブを投稿します。

• タレント・コミュニティ: タレント・コミュニティのメンバーに1回メッセージを送信します。

Eメール・メッセージ・エディタ
Eメール・エディタ(またはコンポーザ)を使⽤すると、採⽤ 担当者はマーケティング・キャンペーン⽤のEメールを設定および編集でき、よく設計さ
れた 訴求⼒のあるEメールを候補者および従業員向けに作成できます。

管理者は、「構成」領域の「メッセージング」セクション内の「コンポーザの使⽤」設定で、Eメール・エディタのオンまたはオフを切り替えられます。
デフォルトでは「オフ」になっています。この設定が「オン」の場合、採⽤担当者がキャンペーンの設定を⾏う際、メッセージの作成⼿順を実⾏
し、Eメール・メッセージの編集を「キャンペーン」タブで開始すると、メッセージ・テンプレートとして、モダンまたはクラッシックが選択肢として表⽰さ
れるモーダルが表⽰されます。

• クラシック: ヘッダーおよび挨拶⽂と、ジョブ・リスト、結びの挨拶、および送信元の説明を含む本⽂テキストが含まれます。メッセー
ジ・リスト内の各ジョブに対して、ジョブの詳細へのリンクになっているジョブ・タイトル、ジョブの場所およびカテゴリが含まれます。

• モダンと同じ要素はすべて含まれています。それに加え、リストされた各ジョブに関し、より多くの情報が提供されます。これにはビデ
オ・インジケータ、急募ジョブおよび新規ジョブのタグ、ジョブ摘要の冒頭の⽂、掲載⽇、「ジョブの表⽰およびお薦め」ボタンが含まれ
ます。
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Eメール・メッセージ・エディタでは、採⽤担当者は次のような機能を使⽤できます。

• 機能が向上したメッセージ・プレビューアには、メッセージ全体が表⽰される本⽂セクションが備わっています。

• ブロックとして「Eメール」セクションを組み込め、このセクションは追加、移動または削除できます。

• ブロックにマウス・カーソルを置くかタブで移動すると、標準ブロック表⽰が枠線で強調表⽰され、背景が薄いグレーになります。

• ブロックにマウス・カーソルを置くかタブで移動すると、コンテンツ・ブロックの右側にコントロール・パネルが表⽰されます。これにはブロック
をメッセージ内で上下に移動する、またはメッセージから削除するためのボタンが含まれています。

• ブロックから移動するアクションを実⾏すると、コントロール・パネルは⾮表⽰になり、ブロックは以前の状態に戻ります。

• リッチテキスト編集機能(HTMLエディタ内)が、コンテンツ・ブロック内をクリックするとオープンします。

• HTMLエディタ機能(フォント書体、リスト、⾊、余⽩、配置など)は、編集するブロック・タイプ(スマート、テキストまたは画像) に応じて
異なります。

• ブロックに画像をインポートし、それらをトリミングする機能があります。
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図: メッセージ・テンプレート・セレクタおよびEメール・エディタ

更新されたソーシング・ゾーンを採⽤担当者が操作するときは、そのゾーン内のすべてのキャンペーンにある既存のEメールは、従来どおり機能
します。

• リリース14Bへのアップグレードよりも前に作成されたすべての既存のキャンペーンは、保存されているすべてのデータ、最後のメッセー
ジの編集やスケジュール設定を含めて、「キャンペーンの管理」ページから引き続きアクセスできます。これらはレガシー機能を使⽤し
て編集でき、通常どおりに動作します(テンプレートの選択、テキストの編集、スケジュール設定および送信など)。

• メッセージング・コンポーネント(リリース14B以降)から新しく作成されたすべてのキャンペーンでは、新しいEメール・エディタが起動しま
す。後でこれらの新しいキャンペーンにアクセスしたときも、Eメール・エディタが起動します。
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構成
この機能の構成設定を次の表に⽰します。

設定

名前 場所

コンポーザの使⽤ 「構成」領域 > 「メッセージング」 > 「同報メッセージング」

⾃動紹介告知による新しいキャンペーン
管理者は、⾃動紹介告知(ARM)を 使⽤することによって、対象とする従業員、元従業員、またはその他のグループに向けて、 彼らの関⼼
のある部⾨や場所に基づいたジョブに対する紹介リクエストをシステムが ⾃動で送信するように設定できます。

このキャンペーン・タイプではスケジュールが設定されたメッセージを作成できるため、メッセージの設定後は、毎回メッセージを⼿動で送信する
必要なく、⾃動的に送信されます。

新しいARMキャンペーンを作成するには、次の2つのいずれかの場所から「作成」ボタンをクリックします。

• メインの「ジョブのPR」ページ。

• 「ジョブのPR」ページの「⾃動紹介」タブの下。

新しいARMキャンペーンを作成するには、次の2つの主な⼿順を実⾏します。
1. 受信者を選択します。
2. メッセージおよびスケジュールを作成します。

ARMの受信者の選択

前提条件
管理者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [⾃動 紹介告知(ARM)]

⼿順
1. 「⾃動紹介告知(ARM)」の右側の「作成」をクリックします。
2. Eメール通知の受信者を選択します。「名前」または「Eメール」で検索する、 または「上位紹介者」、「最終コンタクト」、

「部⾨」または「場所」などのファセットを 使⽤して検索できます。
フィルタ・パラメータと⼀致するユーザーが、「受信者」タブに表⽰されます。

3. （オプション）ユーザーを対象から⼿動で削除するには、ユーザー名の横の「削除」をクリック します。
ユーザーが「削除済」タブに表⽰されます。「追加」をクリックすることで、ユーザーを再度対象に追加できます。



Oracle Taleo Enterprise
Sourcingユーザー・ガイド

第3章
ジョブのPRモジュール

34

4. 対象の設定が完了したら、「続⾏し、メッセージを作成」をクリックします。

結果
「メッセージの作成」画⾯が表⽰されます。

次の⼿順
メッセージの作成およびスケジュール設定を完了します。

 ARMのメッセージの作成

前提条件
管理者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [⾃動紹介告知 (ARM)]作成 > [受信者の選択]続⾏し、メッセー
ジを 作成 - [メッセージの作成およびスケジュール]

⼿順
1. 「メッセージの作成」画⾯で、「テンプレートの選択」をクリックします。
2. 使⽤可能なテンプレートの名前が、「テンプレートの選択」ウィンドウの上部に表⽰ されます。

a. テンプレート名のいずれかをクリックすると、テンプレートのプレビューがウィンドウ下部に表⽰ されます。
b. ⽬的のテンプレートの選択後、「選択して続⾏」をクリックします。

3. 「編集」画⾯を使⽤し、必要に応じて件名、ヘッドラインおよびメッセージ本⽂を 変更します。
4. 「編集」画⾯下部で「下書きとして保存」、「プレビュー」または「キャンペーンの名前とスケジュール」 の使⽤可能なオプショ

ンのいずれかを選択します。

• 下書きとして保存: ARMキャンペーンに名前を付けるよう求められます。保存すると、「プレビュー」、「スケジュー
ルの編集」および「保存して終了」の各オプションが表⽰されます。

• プレビュー: ユーザーがメッセージを受信するときに表⽰されるのと同じ状態で、メッセージのイメージがウィンドウ
内に表⽰されます。

• キャンペーンの名前とスケジュール: ARMキャンペーンに名前を付けるよう求められ、「スケジュールの策定」オプ
ションが表⽰されます。

• スケジュールの編集/スケジュールの策定: 「メッセージをスケジュール」ウィンドウがオープンし、ここでARMキャン
ペーンの⽇時と繰返しを指定できます。

5. このウィンドウ下部の「スケジュールの開始」をクリックすると、キャンペーンの⾃動配信が有効になります。

結果
新しい⾃動紹介告知キャンペーンが実⾏されます。

次の⼿順
「停⽌」をクリックすると、必要に応じて実⾏中のキャンペーンを無効にできます。



Oracle Taleo Enterprise
Sourcingユーザー・ガイド

第3章
ジョブのPRモジュール

35

新規のオンデマンド紹介キャンペーン
管理者および採⽤ 担当者は、オンデマンド紹介(ROD)を使⽤することで、特定の複数のジョブの紹介リクエストを 今すぐ送信できます。下
書きを保存し、後で送信することもできます。

このキャンペーン・タイプでは、特定のポジションを紹介者に積極的に告知できます。対象者および対象とするジョブを選択し、メッセージを送
信して紹介を促進します。

新しいRODキャンペーンを作成するには、次の2つのいずれかの場所から「作成」ボタンをクリックします。

• メインの「ジョブのPR」ページ。

• 「ジョブのPR」ページの「オンデマンド紹介」タブの下。

新しいRODキャンペーンを作成するには、次の3つの主な⼿順を実⾏します。
1. 受信者を選択します。
2. ジョブを選択します。
3. メッセージを作成します。

RODの受信者の選択

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [オンデマンド紹介]

⼿順
1. 「オンデマンド紹介」の右側の「作成」をクリックします。
2. Eメール通知の受信者を選択します。「名前」または「Eメール」で検索する、 または「上位紹介者」、「最終コンタクト」、

「部⾨」または「場所」などのファセットを 使⽤して検索できます。
フィルタ・パラメータと⼀致するユーザーが、「受信者」タブに表⽰されます。

3. （オプション）ユーザーを対象から⼿動で削除するには、ユーザー名の横の「削除」をクリック します。
ユーザーが「削除済」タブに表⽰されます。「追加」をクリックすることで、ユーザーを再度対象に追加できます。

4. 対象の設定が完了したら、「続⾏し、ジョブを選択」をクリックします。

結果
「ジョブの選択」画⾯が表⽰されます。

次の⼿順
対象受信者に送信するジョブを選択します。

RODのジョブの選択

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。
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RODのメッセージの受信者を選択します。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [オンデマンド紹介]作成 > 「続⾏し、ジョブを選
択」 > [ジョブの 選択]

⼿順
1. フィルタ・パラメータと⼀致する組織内のジョブが、中央の列に表⽰され ます。
2. ジョブにフィルタを適⽤し、RODのメッセージに含めるジョブのみを表⽰するには、次の⽅法のいずれかを使⽤します。

• 次のみ表⽰: フィルタ処理の基準とするチェック・ボックスを次の中から選択します。

• ⾃分のジョブ(マーク): すべての採⽤担当者または管理者は、ジョブを"⾃分のジョブ"として指定できま
す。ここで「⾃分のジョブ」を選択し、⾃分のメッセージ内に含めるジョブとして選択します。

• 急募ジョブ: 採⽤担当者または管理者によって優先順位の付けられたジョブを⽰します。これらのポジ
ションは、サイトを検索中またはソーシング・メッセージを受信するすべてのユーザーに最初に表⽰され
ます。

• 新規ジョブ: 「構成」に掲載された⽇数以内に投稿されたジョブを⽰します。

• ビデオ付きのジョブ: ビデオ付きのジョブのお知らせを⽰します。

• 特定検索: キーワードまたは求⼈番号を⼊⼒して検索します。

• 場所およびカテゴリ: 使⽤可能な検索ファセットを使⽤し、場所またはカテゴリ別にROD内で送信するジョブを
検索します。たとえば、ジョージア州アトランタのすべての営業ジョブを選択できます。

⼀致するすべての結果が、中央の列に表⽰されます。
3. 中央の列で、ジョブ・タイトルの横のチェック・ボックスを使⽤して、RODのメッセージに 含める特定のジョブを選択します。
4. 「続⾏し、メッセージを作成」をクリックします。

結果
「メッセージの作成」画⾯が表⽰されます。

次の⼿順
RODのメッセージを作成して送信します。

 RODのメッセージの作成

前提条件
全般的な管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

RODの受信者を選択します。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [オンデマンド紹介]作成 > 「続⾏し、メッセージ
を作成」 > [メッセージの 作成]

⼿順
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1. 「メッセージの作成」画⾯で、「テンプレートの選択」をクリックします。
2. 使⽤可能なテンプレートの名前が、「テンプレートの選択」ウィンドウの上部に表⽰ されます。

a. テンプレート名のいずれかをクリックすると、テンプレートのプレビューがウィンドウ下部に表⽰ されます。
b. ⽬的のテンプレートの選択後、「選択して続⾏」をクリックします。

3. 「編集」画⾯を使⽤し、必要に応じて件名、ヘッドラインおよびメッセージ本⽂を 変更します。
4. 「編集」画⾯下部で「下書きとして保存」または「プレビュー」の2つの使⽤可能なオプションのいずれか を選択します。

• 下書きとして保存: RODキャンペーンに名前を付けるよう求められます。保存すると、「メッセージのプレビューと
仕上げ」または「保存して終了」の各オプションが表⽰されます。

• メッセージのプレビューと仕上げ: ユーザーがメッセージを受信するときに表⽰されるのと同じ状態で、メッセージの
イメージがウィンドウ内に表⽰されます。ウィンドウ左下に、「⾃分にCC」を送信するためのチェック・ボックスがあり
ます。ウィンドウ右下に、選択した受信者にRODメッセージを送信するための「受信者に直接送信」ボタンがあ
ります。

• 保存して終了: RODメッセージを保存し、「メッセージの作成」画⾯がクローズし、「社員紹介」要約画⾯がオー
プンします。ここにRODキャンペーンのリストが表⽰されます。

結果
新しいオンデマンド紹介メッセージが対象受信者に送信されます。

新規のソーシャル・ジョブ配信キャンペーン
管理者および採⽤ 担当者は、ソーシャル・ジョブ配信(SJD)を使⽤することで、⾃社のFacebookのファン およびTwitterのフォロワに対象の
ジョブを告知できます。

このキャンペーン・タイプでは、個々のジョブをFacebookのファンおよびTwitterのフォロワに今すぐ投稿するために配信でき、設定するスケジュー
ルに基づいて⾃動的に投稿される⾃動キャンペーンを設定することもできます。

新しいSJDキャンペーンを作成するには、次の2つのいずれかの場所から「作成」ボタンをクリックします。

• メインの「ジョブのPR」ページ。

• 「ジョブのPR」ページの「ファンとフォロワにジョブを送信」タブの下。

新しいSJDキャンペーンを作成するには、次の3つの主な⼿順を実⾏します。
1. ソーシャル・アカウントを選択します。
2. ジョブを選択します。
3. 今すぐ投稿する、または⾃動プロセスを使⽤するためのSJDメッセージを作成します。

SJDのソーシャル・アカウントの選択

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。
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[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [ファンとフォロワにジョブを送信]

⼿順
1. 「ファンとフォロワにジョブを送信」の右側の「作成」をクリックします。
2. 「ソーシャル・アカウントの選択」画⾯に、現在ソーシングに接続されているソーシャル・チャネルが 表⽰され、各チャネルは

カードとして表されます。新しいソーシャル・ チャネルに接続するには、「Facebookページの追加」または「Twitterアカウン
トの追加」をクリックします。

3. 新しいウィンドウがオープンし、ソーシングに追加するアカウントのユーザー名と パスワードの⼊⼒が求められます。そのアカ
ウントのログイン情報を⼊⼒し、 ⽬的のチャネルから認証を要求します。
⽬的のソーシャル・チャネルに接続すると、そのチャネルは「ソーシャル・アカウントの 選択」画⾯上のカードとして表⽰されま
す。アカウントの所有者が、 そのチャネルを使⽤するソーシング・キャンペーン数と⼀緒に表⽰されます。ソーシャル・チャネ
ルは 「プライベート」または「公開」の場合があります。

• プライベート: チャネルの所有者のみが、ジョブをそのチャネルに投稿できます。

• 公開: すべての管理者および採⽤担当者が投稿できます。
4. 新しいソーシャル・ジョブ配信を作成するには、次の2つのオプションがあります。

• 今すぐジョブを投稿: 1回の投稿を今すぐ送信するには、これを選択します。「ジョブの選択」画⾯がオープンしま
す。

• ⾃動投稿のスケジュール: ⾃動投稿のスケジュールを設定するには、これを選択します。「ジョブの選択」画⾯が
オープンし、後で配信スケジュールを設定することもできます。

結果
「ジョブの選択」画⾯が表⽰されます。

次の⼿順
投稿するジョブの選択を完了します。

SJDのジョブの選択

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

SJDのソーシャル・アカウントを選択します。

[ソーシング・ホーム・ページ] - 「ジョブのPR」 - [ファンとフォロワにジョブを送信] - 「作成」 - [ジョブの選択]

⼿順
1. フィルタ・パラメータと⼀致する組織内のジョブが、中央の列に表⽰され ます。
2. ジョブにフィルタを適⽤し、SJDのメッセージに含めるジョブのみを表⽰するには、次の⽅法のいずれかを使⽤します。

• 次のみ表⽰: フィルタ処理の基準とするチェック・ボックスを次の中から選択します。

• ⾃分のジョブ(マーク): すべての採⽤担当者または管理者は、ジョブを"⾃分のジョブ"として選択できま
す。所有権を得てアクティビティ・アラートを受信します。
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• 急募ジョブ: 採⽤担当者または管理者によって優先順位の付けられたジョブを⽰します。これらのポジ
ションは、サイトを検索中またはソーシング・メッセージを受信するすべてのユーザーに最初に表⽰され
ます。

• 新規ジョブ: 「構成」に掲載された⽇数以内に投稿されたジョブを⽰します。

• ビデオ付きのジョブ: ビデオ付きのジョブのお知らせを⽰します。

• 特定検索: キーワードまたは求⼈番号を⼊⼒して検索します。

• 場所およびカテゴリ: 使⽤可能な検索ファセットを使⽤し、場所またはカテゴリ別にSJD内で送信するジョブを検
索します。たとえば、ジョージア州アトランタのすべての営業ジョブを選択できます。

⼀致するすべての結果が、中央の列に表⽰されます。
3. 中央の列で、ジョブ・タイトルの横のチェック・ボックスを使⽤して、SJDのメッセージに 含める特定のジョブを選択します。
4. 「続⾏し、メッセージを作成」をクリックします。

結果
「メッセージの作成」画⾯が表⽰されます。

次の⼿順
SJDメッセージを作成して送信します。

今すぐ投稿するためのSJDのメッセージの作成

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

今すぐメッセージを投稿するためのオプションを選択することで、SJDのソーシャル・アカウントを選択します。

SJDのジョブを選択します。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [ファン とフォロワにジョブを送信]作成 > 「続⾏
し、メッセージを作成」 > [メッセージの 作成]

⼿順
1. 「メッセージの作成」画⾯で、SJDのメッセージとして最⼤30⽂字のテキストを編集 できます。

SJDのメッセージのプレビューが「メッセージの作成」画⾯に表⽰され、編集可能なテキストの更新内容がリアルタイムでこ
こに表⽰されます。

2. （オプション）複数のジョブを送信する場合、連続する投稿の間隔を設定できます。
3. メッセージを編集し終えたら、画⾯下部から次の2つのオプションを選択できます。

• 下書きとして保存: SJDに名前を付けるよう求められます。保存すると、「今すぐ投稿」および「保存して終了」と
いう選択肢が表⽰されます。「保存して終了」では、SJDのメッセージを送信せずに、下書きが保存されます。

• 今すぐ投稿: SJDのメッセージを今すぐ投稿します。
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結果
新しいソーシャル・ジョブ配信メッセージが、今すぐ対象のソーシャル・アカウントに送信されます。

 ⾃動プロセスのためのSJDのメッセージの作成

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

SJDのソーシャル・アカウントを選択し、⾃動プロセスを使う選択肢を選びます。

SJDジョブを選択します。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [ファンとフォロワに ジョブを送信]作成 > 「続⾏
し、メッセージを作成」 > [メッセージの 作成]

⼿順
1. 「メッセージの作成」画⾯で、SJDのメッセージとして最⼤30⽂字のテキストを編集 できます。

SJDのメッセージのプレビューが「メッセージの作成」画⾯に表⽰され、編集可能なテキストの更新内容がリアルタイムでこ
こに表⽰されます。

2. （オプション）複数のジョブを送信する場合、連続する投稿の間隔を設定できます。
3. メッセージを編集し終えたら、画⾯下部から次の2つのオプションを選択できます。

• 下書きとして保存: SJDに名前を付けるよう求められます。保存すると、「キャンペーンの名前とスケジュール」お
よび「保存して終了」という選択肢が表⽰されます。「保存して終了」では、SJDのメッセージを送信せずに、下
書きが保存されます。

• キャンペーンの名前とスケジュール: 「メッセージをスケジュール」ウィンドウがオープンし、ここでソーシャル・ジョブ配
信メッセージの頻度、⽇時、期間を設定できます。次に、「スケジュールの開始」をクリックし、⾃動プロセスを開
始します。

結果
新しいソーシャル・ジョブ配信のメッセージが、指定したスケジュールで対象のソーシャル・アカウントに送信されます。

新規タレント・コミュニティ・メッセージ
管理者および採⽤ 担当者は、タレント・コミュニティ(TC)を使⽤して、タレント・コミュニティへの参加者を確認、⾒込みのある 候補者にジョブ
および他のコンテンツをPRするメッセージを 送信します。

タレント・コミュニティとは、場所と関⼼分野に基づいた、⾃動化された求⼈のお知らせおよびダイレクトTCメッセージを受信するように登録した
ユーザーのグループです。このキャンペーン・タイプでは、タレント・コミュニティにサイン・アップした求職者に対して、応募してほしいハイライトした
ジョブを送信します。

新しいTC向けのメッセージを作成するには、次の2つのいずれかの場所から「作成」ボタンをクリックします。

• メインの「ジョブのPR」ページ。
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• 「ジョブのPR」ページの「タレント・コミュニティ」タブの下。

新しいTC向けのメッセージを作成するには、次の3つの主な⼿順を実⾏します。
1. メンバーを選択します。
2. ジョブを選択します。
3. TC向けのメッセージを作成して送信します。

TCのメンバーの選択

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [タレント・コミュニティの検索およびメッセージの
送信]

⼿順
1. 「タレント・コミュニティの検索およびメッセージの送信」の右側の「作成」をクリックします。
2. Eメール通知のためのタレント・コミュニティ・メンバーを選択します。「名前」または「Eメール」で検索する、「部⾨」または

「場所」を 使⽤するまたは「関⼼」に基づいて検索できます。
フィルタ・パラメータと⼀致するメンバーが、「受信者」タブに表⽰されます。

3. （オプション）メンバーを対象から⼿動で削除するには、メンバー名の横の「削除」を クリックします。
メンバーが「削除済」タブに表⽰されます。「追加」をクリックすることで、ユーザーを再度対象に追加できます。

4. 対象の設定が完了したら、「続⾏し、ジョブを選択」をクリックします。

結果
「ジョブの選択」画⾯が表⽰されます。

次の⼿順
ジョブの選択を完了します。

TCのジョブの選択

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

TCのメッセージのメンバーを選択します。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [タレント・コミュニティの検索およびメッセージの
送信]作成 > 「続⾏し、ジョブを選択」 > [ジョブの選択]

⼿順
1. フィルタ・パラメータと⼀致する組織内のジョブが、中央の列に表⽰され ます。
2. ジョブにフィルタを適⽤し、TCのメッセージに含めるジョブのみを表⽰するには、次の⽅法のいずれかを使⽤します。
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• 次のみ表⽰: フィルタ処理の基準とするチェック・ボックスを次の中から選択します。

• ⾃分のジョブ(マーク): すべての採⽤担当者または管理者は、ジョブを"⾃分のジョブ"として指定できま
す。ここで「⾃分のジョブ」を選択し、⾃分のメッセージ内に含めるジョブとして選択します。

• 急募ジョブ: 採⽤担当者または管理者によって優先順位の付けられたジョブを⽰します。これらのポジ
ションは、サイトを検索中またはソーシング・メッセージを受信するすべてのユーザーに最初に表⽰され
ます。

• 新規ジョブ: 「構成」に掲載された⽇数以内に投稿されたジョブを⽰します。

• ビデオ付きのジョブ: ビデオ付きのジョブのお知らせを⽰します。

• 特定検索: キーワードまたは求⼈番号を⼊⼒して検索します。

• 場所およびカテゴリ: 使⽤可能な検索ファセットを使⽤し、場所またはカテゴリ別にTCのメッセージ内で送信す
るジョブを検索します。たとえば、ジョージア州アトランタのすべての営業ジョブを選択できます。

⼀致するすべての結果が、中央の列に表⽰されます。
3. 中央の列で、ジョブ・タイトルの横のチェック・ボックスを使⽤して、TCのメッセージに 含める特定のジョブを選択します。
4. 「続⾏し、メッセージを作成」をクリックします。

結果
「メッセージの作成」画⾯が表⽰されます。

次の⼿順
TCのメッセージを作成して送信します。

TCのメッセージの作成

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

TCのメッセージのメンバーを選択します。

TCのメッセージのジョブを選択します。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [タレント・コミュニティの検索およびメッセージの
送信]作成 > 「続⾏し、メッセージを作成」 > [メッセージの作成]

⼿順
1. 「メッセージの作成」画⾯で、「テンプレートの選択」をクリックします。
2. 使⽤可能なテンプレートの名前が、「テンプレートの選択」ウィンドウの上部に表⽰ されます。

a. テンプレート名のいずれかをクリックすると、テンプレートのプレビューがウィンドウ下部に表⽰ されます。
b. ⽬的のテンプレートの選択後、「選択して続⾏」をクリックします。

3. 「編集」画⾯を使⽤し、必要に応じて件名、ヘッドラインおよびメッセージ本⽂を 変更します。
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4. 「編集」画⾯下部で「下書きとして保存」または「メッセージのプレビューと仕上げ」の2つの 使⽤可能なオプションのいずれ
かを選択します。

• 下書きとして保存: TCのメッセージに名前を付けるよう求められます。保存すると、「メッセージのプレビューと仕
上げ」または「保存して終了」の各オプションが表⽰されます。

• メッセージのプレビューと仕上げ: ユーザーがメッセージを受信するときに表⽰されるのと同じ状態で、メッセージの
イメージがウィンドウ内に表⽰されます。ウィンドウ左下に、「⾃分にCC」を送信するためのチェック・ボックスがあり
ます。ウィンドウ右下に、選択した受信者にTCのメッセージを送信するための「受信者に直接送信」ボタンがあ
ります。

• 保存して終了: TCのメッセージを保存し、「メッセージの作成」画⾯がクローズし、「タレント・コミュニティ」要約画
⾯がオープンします。ここにTCのメッセージのリストが表⽰されます。

結果
新しいタレント・コミュニティ向けのメッセージが対象受信者に送信されます。

既存のキャンペーンの管理
キャンペーンの管理機能を 使⽤すると、アクティブなジョブ・キャンペーン、および⾃動紹介告知、オンデマンド紹介、 ソーシャル・ジョブ配信お
よびタレント・コミュニティの各タイプのメッセージを表⽰、編集、 削除できます。

キャンペーンの管理機能には、次の2つの⽅法のいずれかを使⽤して「ジョブのPR」ページからアクセスします。

• 「すべてのアクティブなキャンペーンの管理」ボタン: 「ジョブのPR」ページ上部のこのボタンをクリックすると、「アクティブなキャンペーン」
ページがオープンし、すべてのキャンペーン・タイプのアクティブなすべてのキャンペーンがビューに表⽰されます。

• 「管理」リンク: 各キャンペーン・タイプの右側のこのリンクをクリックすると、「アクティブなキャンペーン」ページがオープンし、選択したタイ
プのアクティブなすべてのキャンペーンがビューに表⽰されます。

キャンペーン要約情報の管理
キャンペーンの表⽰には、どの「アクティブなキャンペーン」ページにも次の要約情報およびUI要素が表レイアウトで表⽰されます。

UI要素 摘要およびアクション

名前 キャンペーンに付けた名前(たとえばアメリカの紹介、サンノゼのソフトウェア・エンジニアリング、営業ツイート)です。キャンペーンの名前をクリック
すると、メッセージ・エディタがオープンし、ここから名前、テキスト、テンプレート、スケジュールおよびステータスを編集できます。

• ARMキャンペーン: アクティブなすべてのキャンペーンがリストされます。
• RODキャンペーン: .保存された下書きメッセージがリストされます。
• SJDキャンペーン: アクティブなすべてのキャンペーンがリストされます。
• タレント・コミュニティ・メッセージ: .保存された下書きメッセージがリストされます。

受信者 キャンペーン・メッセージの選択した受信者数です。数値をクリックすると、「受信者フィルタ」ウィンドウがオープンし、受信者のグループを定義
している現在のパラメータがここに表⽰されます。このウィンドウ内で「受信者の編集」をクリックすると、このグループに変更を加えることができ
ます。
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UI要素 摘要およびアクション

チャネル ソーシャル・メディア・アカウントの名前と、この名前がTwitterまたはFacebookにあるかどうかを⽰すアイコンが表⽰されます。「Twitterでの表
⽰」リンクまたは「Facebookでの表⽰」リンクをクリックすると、それぞれのソーシャル・チャネルが新しいウィンドウにオープンします。

ジョブ キャンペーンまたはメッセージに含まれているジョブのお知らせの合計数を⽰します。数値をクリックすると、「選択したジョブ」がオープンし、ここ
に現在含まれているジョブのタイトルが表⽰されます。このウィンドウ内で「ジョブの編集」をクリックすると、変更を加えることができます。

ステータス 可能性があるステータスには、「下書き」、「実⾏中」および「中⽌」が含まれます。

• 下書き: キャンペーンの下書きが開始されているものの、まだ完成していないか、送信スケジュールが設定されていないことを⽰します。
• 実⾏中: キャンペーンがライブであり、送信スケジュールが設定されていることを⽰します。
• 中⽌: キャンペーンは保存されていますが、システム内で無効になっています。

利⽤可能なタイプ別のステータスは次のとおりです。

• ⾃動紹介告知: 「下書き」、「実⾏中」および「中⽌」。
• オンデマンド紹介: 「下書き」。
• ソーシャル・ジョブ配信: 「下書き」、「実⾏中」および「中⽌」。
• タレント・コミュニティ・メッセージ: 「下書き」。

スケジュール 「スケジュール」の値は、表⽰される「ステータス」の値と対応します。

• 下書き: キャンペーンまたはメッセージが最後に保存された⽇付が表⽰されます。
• 実⾏中: スケジュール設定された次のメッセージの⽇付が表⽰されます。
• 中⽌: 値は表⽰されません。

ごみ箱アイコン(削除) 右遠⽅の列に「削除」ボタンがあります。キャンペーンまたはメッセージを消去する前に、削除の確認が求められます。

「すべてのアクティブなキャンペーンの管理」表に表⽰される要素は、次に⽰すように、キャンペーン・タイプに応じて異なります。

キャンペーン・タイプ 表⽰されるUI要素

⾃動紹介告知 「作成」、「名前」、「受信者」、「ステータス」、「スケジュール」および「削除」

オンデマンド紹介 「作成」、「名前」、「受信者」、「ジョブ」、「ステータス」、「スケジュール」および「削除」

ソーシャル・ジョブ配信 「作成」、「名前」、「チャネル」、「ジョブ」、「ステータス」、「スケジュール」および「削除」

タレント・コミュニティ向
けのメッセージ

「作成」、「名前」、「受信者」、「ジョブ」、「ステータス」、「スケジュール」および「削除」

ARMのキャンペーンの編集

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

キャンペーンまたはメッセージが作成および(少なくとも下書きとして)保存されている必要があり、システム内でアクティブである必要が
あります。
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[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [あなたのジョブのPR]ページ「すべてのアクティ
ブなキャンペーンの管理」 > [アクティブなキャンペーン]ページ

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [あなたのジョブのPR]ページ「管理」 > [アクティ
ブなキャンペーン]ページ

⼿順
1. ARMキャンペーンの名前をクリックし、メッセージ・エディタをオープンします。

「メッセージの作成およびスケジュール」ページがオープンします。
2. メッセージ・エディタから、次のようにいくつかの操作を実⾏できます。

• 「名前の変更」をクリックすると、「キャンペーン名の変更」ウィンドウがオープンし、ここから表⽰、編集、保存また
は取り消すことができます。

• 「受信者」をクリックすると、「受信者フィルタ」ウィンドウがオープンし、ここから受信者を表⽰、編集または取り消
すことができます。

• テンプレートの横の「編集」をクリックすると、「テンプレートの選択」ウィンドウがオープンし、ここから表⽰、編集、
選択して続⾏、または取り消すことができます。

• 「スケジュールが実⾏されています。」または「スケジュールが実⾏されていません。」メッセージの横の「停⽌」また
は「開始」をクリックすると、キャンペーン・メッセージの配信を無効または有効にできます。

• 「プレビュー」をクリックすると、メッセージのレンダリングが別のウィンドウにオープンします。

• 「スケジュールの編集」をクリックすると、「メッセージをスケジュール」ウィンドウがオープンし、ここから表⽰、編集、
開始または取り消すことができます。

• 「保存して終了」をクリックすると、メッセージの下書きが保存され、メッセージ・エディタが終了します。
3. 「アクティブなキャンペーン」ページでも、これらの操作を実⾏できます。

• 受信者の数をクリックすると、「受信者フィルタ」ページがオープンし、ここから受信者を表⽰、編集または取り消
すことができます。「受信者の編集」をクリックすると、「受信者の選択」ページがオープンします。

• 「削除」ボタンをクリックすると、キャンペーンがシステムから削除されます。

結果
キャンペーンが編集されて変更内容が保存されるか、キャンペーンが削除されます。「アクティブなキャンペーン」ページお
よびその他の影響を受けるページが更新されます。

RODのキャンペーンの編集

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

キャンペーンまたはメッセージが作成および(少なくとも下書きとして)保存されている必要があり、システム内でアクティブである必要が
あります。
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[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [あなたのジョブのPR]ページ「すべてのアクティ
ブなキャンペーンの管理」 > [アクティブなキャンペーン]ページ

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [あなたのジョブのPR]ページ「管理」 > [アクティ
ブなキャンペーン]ページ

⼿順
1. RODのキャンペーンの名前をクリックし、メッセージ・エディタをオープンします。

「メッセージの作成」ページがオープンします。
2. メッセージ・エディタから、次のようにいくつかの操作を実⾏できます。

• 「名前の変更」をクリックすると、「キャンペーン名の変更」ウィンドウがオープンし、ここから表⽰、編集、保存また
は取り消すことができます。

• 「受信者」をクリックすると、「受信者フィルタ」ウィンドウがオープンし、ここから受信者を表⽰、編集または取り消
すことができます。「受信者の編集」をクリックすると、「受信者の選択」ページがオープンします。

• 「ジョブ」をクリックすると、「選択したジョブ」ウィンドウがオープンし、ここからジョブを表⽰、選択解除、変更内容
を保存または取り消すことができます。

• テンプレートの横の「編集」をクリックすると、「テンプレートの選択」ウィンドウがオープンし、ここから表⽰、編集、
選択して続⾏、または取り消すことができます。

• 「メッセージのプレビューと仕上げ」をクリックすると、メッセージのレンダリングが別のウィンドウにオープンします。この
ウィンドウから、メッセージを今すぐ送信することもできます。

• 「保存して終了」をクリックすると、メッセージの下書きが保存され、メッセージ・エディタが終了します。
3. 「アクティブなキャンペーン」ページでも、これらの操作を実⾏できます。

• 受信者の数をクリックすると、「受信者フィルタ」ウィンドウがオープンし、ここから受信者を表⽰、編集または取り
消すことができます。「受信者の編集」をクリックすると、「受信者の選択」ページがオープンします。

• 「ジョブ」をクリックすると、「選択したジョブ」ウィンドウがオープンし、ここからジョブを表⽰、選択解除、変更内容
を保存または取り消すことができます。

• 「削除」ボタンをクリックすると、キャンペーンがシステムから削除されます。

結果
キャンペーンが編集されて変更内容が保存されるか、キャンペーンが削除されます。「アクティブなキャンペーン」ページお
よびその他の影響を受けるページが更新されます。

SJDのキャンペーンの編集

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

キャンペーンまたはメッセージが作成および(少なくとも下書きとして)保存されている必要があり、システム内でアクティブである必要が
あります。
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[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [あなたのジョブのPR]ページ「すべてのアクティ
ブなキャンペーンの管理」 > [アクティブなキャンペーン]ページ

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [あなたのジョブのPR]ページ「管理」 > [アクティ
ブなキャンペーン]ページ

⼿順
1. SJDのキャンペーンの名前をクリックし、メッセージ・エディタをオープンします。

「メッセージの作成およびスケジュール」ページがオープンします。
2. メッセージ・エディタから、次のようにいくつかの操作を実⾏できます。

• 「名前の変更」をクリックすると、「キャンペーン名の変更」ウィンドウがオープンし、ここから表⽰、編集、保存また
は取り消すことができます。

• 「ジョブ」をクリックすると、「選択したジョブ」ウィンドウがオープンし、ここからジョブを表⽰、選択解除、変更内容
を保存または取り消すことができます。

• 「Twitterでの表⽰」または「Facebookでの表⽰」リンクをクリックすると、ソーシャル・アカウントがオープンし、その
チャネルの既存の投稿が表⽰されます。

• ドロップダウン・リストに表⽰されるオプションを使⽤して、このキャンペーンのジョブの投稿間隔を設定できます。

• ソーシャル・アカウントへの投稿に含める最⼤30⽂字のテキストを編集できます。

• 「今すぐ投稿」をクリックすると、指定したジョブの間隔を使⽤して、そのジョブがソーシャル・アカウントに即時に投
稿されます。

• 「保存して終了」をクリックすると、メッセージの下書きが保存され、メッセージ・エディタが終了します。
3. 「アクティブなキャンペーン」ページでも、これらの操作を実⾏できます。

• 「ジョブ」をクリックすると、「選択したジョブ」ウィンドウがオープンし、ここからジョブを表⽰、選択解除、変更内容
を保存または取り消すことができます。

• 「Twitterでの表⽰」または「Facebookでの表⽰」リンクをクリックすると、ソーシャル・アカウントがオープンし、その
チャネルの既存の投稿が表⽰されます。

• 「削除」ボタンをクリックすると、キャンペーンがシステムから削除されます。

結果
キャンペーンが編集されて変更内容が保存されるか、キャンペーンが削除されます。「アクティブなキャンペーン」ページお
よびその他の影響を受けるページが更新されます。

TCのメッセージの編集

前提条件
管理者または採⽤担当者のアクセス権限を使⽤してサインインします。

キャンペーンまたはメッセージが作成および(少なくとも下書きとして)保存されている必要があり、システム内でアクティブである必要が
あります。
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[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [あなたのジョブのPR]ページ「すべてのアクティ
ブなキャンペーンの管理」 > [アクティブなキャンペーン]ページ

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ジョブのPR > [あなたのジョブのPR]ページ「管理」 > [アクティ
ブなキャンペーン]ページ

⼿順
1. TCキャンペーンの名前をクリックし、メッセージ・エディタをオープンします。

「メッセージの作成およびスケジュール」ページがオープンします。
2. メッセージ・エディタから、次のようにいくつかの操作を実⾏できます。

• 「名前の変更」をクリックすると、「キャンペーン名の変更」ウィンドウがオープンし、ここから表⽰、編集、保存また
は取り消すことができます。

• 「受信者」をクリックすると、「受信者フィルタ」ウィンドウがオープンし、ここから受信者を表⽰、編集または取り消
すことができます。

• 「ジョブ」をクリックすると、「選択したジョブ」ウィンドウがオープンし、ここからジョブを表⽰、選択解除、変更内容
を保存または取り消すことができます。

• テンプレートの横の「編集」をクリックすると、「テンプレートの選択」ウィンドウがオープンし、ここから表⽰、編集、
選択して続⾏、または取り消すことができます。

• 「メッセージのプレビューと仕上げ」をクリックすると、メッセージのレンダリングが別のウィンドウにオープンします。この
ウィンドウから、メッセージを今すぐ送信することもできます。

• 「保存して終了」をクリックすると、メッセージの下書きが保存され、メッセージ・エディタが終了します。
3. 「アクティブなキャンペーン」ページでも、これらの操作を実⾏できます。

• 受信者の数をクリックすると、「受信者フィルタ」ページがオープンし、ここから受信者を表⽰、編集または取り消
すことができます。「受信者の編集」をクリックすると、「受信者の選択」ページがオープンします。

• 「ジョブ」をクリックすると、「選択したジョブ」ウィンドウがオープンし、ここからジョブを表⽰、選択解除、変更内容
を保存または取り消すことができます。

• 「削除」ボタンをクリックすると、キャンペーンがシステムから削除されます。

結果
キャンペーンが編集されて変更内容が保存されるか、キャンペーンが削除されます。「アクティブなキャンペーン」ページお
よびその他の影響を受けるページが更新されます。
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4 ランディング・ページの管理モジュール
ランディング・ページの管理モジュール

ランディング・ページの管理モジュール

ランディング・ページ管理
管理者は、ジョブの検索結果や、組織およびサイトに関する その他の情報を表⽰するために、ソーシングにランディング・ページを作成し、 管
理できます。ランディング・ページのURLリンクは、Eメールまたはソーシャル・ネットワーク・サイト で共有することによって展開できます。

ランディング・ページは、候補者が同じようなポジションについて知るための場所として使えます。また、検索エンジン最適化の効果により、より
多くのユーザーをサイトに引き付けます。特定のカテゴリまたは特定の場所のジョブに関⼼を持つ⾒込みのある候補者たちに対して、ランディン
グ・ページを使⽤します。また、ジョブのカテゴリと場所を組み合せたカスタム・ランディング・ページを作成および共有して、特別な関⼼を持つ候
補者を引き付けることもできます。

ランディング・ページの有効化

管理者は、「ランディング・ページ・キャンペーン」設定(「構成」の「キャンペーン」セクション)を使⽤して、キャンペーン⽤にランディング・ページ関
連の機能をソーシングで有効化します。サイト・ビルダーの構成で、ランディング・ページ⽤のサイト固有の設定の選択および選択解除を切り
替えることもできます。

ランディング・ページには次の3タイプがあります。

• カテゴリ: ジョブ・カテゴリに基づいてジョブの検索結果を表⽰します。

• 場所: 組織の場所(市区町村、都道府県/州または国レベル)に基づいてジョブの検索結果を表⽰します。

• カスタム(組合せ): 検索で定義されたジョブのカテゴリと場所の組合せに基づいて、ジョブの検索結果を表⽰します。

カテゴリ・ランディング・ページ

サイトのカテゴリ・ランディング・ページ機能は、管理者がサイト・ビルダーの「構成」領域で「カテゴリ・ランディング・ページ」設定の選択と選択解
除を切り替えて、有効化または無効化します。

この設定を選択した場合、システムで次の処理が実⾏されます。

• 各ジョブ・カテゴリ⽤のランディング・ページ情報が⽣成され、保存されます。各カテゴリ・ランディング・ページには、タイトルおよび画像
エリアと、そのカテゴリのすべてのジョブ求⼈の検索結果が含まれます。

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

この設定が「オフ」の場合は、管理者がカテゴリ・ランディング・ページを作成および展開するためのオプションが無効化されます。
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管理者は、「ジョブ検索」ページの「ランディング・ページの作成」ボタンを使⽤して、カテゴリ・ランディング・ページを作成します。カテゴリ・ランディ
ング・ページが公開および展開されたら、管理者は「ホーム」ページまたは「ジョブのPR」ページの「ランディング・ページの管理」ボタンをクリックす
ることで、このページを編集して変更を加えることができます。

展開されたカテゴリ・ランディング・ページのリンクは、対応するカテゴリ・ランディング・ページにユーザーを遷移させます。

場所ランディング・ページ

サイトの場所ランディング・ページ機能は、管理者がサイト・ビルダーの「構成」領域で「場所ランディング・ページ」設定の選択と選択解除を切
り替えて、有効化または無効化します。

この設定を選択した場合、システムで次の処理が実⾏されます。

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

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

この設定が「オフ」の場合は、管理者が場所ランディング・ページを作成および展開するためのオプションが無効化されます。

管理者は、「ジョブ検索」ページの「ランディング・ページの作成」ボタンを使⽤して、場所ランディング・ページを作成します。場所ランディング・
ページが公開および展開されたら、管理者は「ホーム」ページまたは「ジョブのPR」ページの「ランディング・ページの管理」ボタンをクリックすること
で、このページを編集して変更を加えることができます。

展開された場所ランディング・ページのリンクは、対応する場所ランディング・ページにユーザーを遷移させます。

カスタム組合せランディング・ページ

カスタム組合せランディング・ページ機能は常に有効化されています。管理者は、まずカテゴリおよび場所の検索を開始して、「ジョブ検索」
ページからカスタム組合せランディング・ページを作成します。各カスタム組合せランディング・ページには、タイトルおよび画像エリアと、そのカテゴ
リおよび場所に関連するすべてのジョブの検索結果が含まれます。

管理者は、このページをエンド・ユーザーが表⽰できるように展開できます。展開されたカスタム組合せランディング・ページのリンクは、対応する
カスタム組合せランディング・ページにエンド・ユーザーを遷移させます。

カスタム組合せランディング・ページが公開および展開されたら、管理者は「ホーム」ページおよび「ジョブのPR」ページの「ランディング・ページの
管理」ボタンをクリックすることで、このページを編集して変更を加えることができます。
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構成
次の表では、ランディング・ページを構成する設定をリストしています。

設定

名前 場所

ランディング・ページ・キャンペーン [ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]ユーザー設定(名
前) > 「構成」 > 「キャンペーン」 > 「⼀般」

• カテゴリ・ランディング・ページ
• 場所ランディング・ページ

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]ユーザー設定(名
前) > 「構成」 > 「サイト・ビルダー」 > 「サイト設定の編集」 > 「カテゴ
リ」ページおよび「場所」ページ

場所ページおよびカテゴリ・ページ
場所ランディング・ページを使⽤すると、管理者は国 または都道府県/州レベルで組織の場所のジョブをPRし、求職者が興味を持っている
場所のジョブに関する情報を提供して求職者を集めることができます。カテゴリ・ ランディング・ページを使⽤すると、管理者は特定のジョブ・カ
テゴリのジョブをPRし、 求職者が興味を持っているジョブ・タイプにあわせた情報を提供して求職者を 集めることができます。

場所ランディング・ページおよびカテゴリ・ランディング・ページの有効化

場所ランディング・ページおよびカテゴリ・ランディング・ページの機能は、ソーシングの「構成」領域にある「サイト・ビルダー」設定内で有効化また
は無効化できます。有効にすると、各場所またはカテゴリのランディング・ページの情報が、組織の実装で使⽤可能とされている場所およびカ
テゴリに基づいて、システムによって作成および保存されます。

場所ランディング・ページおよびカテゴリ・ランディング・ページの編集、公開および展開

管理者は、「ホーム」ページから「ランディング・ページの管理」ボタンを使⽤しこの機能にアクセスし、場所ランディング・ページおよびカテゴリ・ラン
ディング・ページを編集、公開および展開します。管理者は次の機能を実⾏できます。

• 標準イメージと置き換える新しい画像またはビデオをアップロードするには、⻭⾞のアイコンをクリックします。

• タイトルおよびタグライン・テキストを編集するには、鉛筆のアイコンをクリックします。

• 「トラッキング」を使⽤し、ページのパフォーマンス分析を表⽰します。

• 「プレビュー」を使⽤し、ページへの変更内容のプレビューを別のウィンドウに表⽰します。

• 「ヘルプ」を使⽤し、編集中のページに関する情報を表⽰します。

• 「公開」を使⽤し、エンド・ユーザーがランディング・ページを表⽰できるようにします。

• 「リンクのコピー」を使⽤し、ランディング・ページのURLをコピーします。

• このURLをFacebook、LinkedInまたはTwitterなどのソーシャル・チャネル上で共有するか、Eメール内で共有することによって、場
所ランディング・ページまたはカテゴリ・ランディング・ページを展開します。



Oracle Taleo Enterprise
Sourcingユーザー・ガイド

第4章
ランディング・ページの管理モジュール

52

図: ドイツのAllegiance社の採⽤情報⽤の場所ランディング・ページの管理者表⽰

場所ランディング・ページまたはカテゴリ・ランディング・ページが公開および展開されたら、管理者は「ホーム」ページまたは「ジョブのPR」ページの
「ランディング・ページの管理」ボタンをクリックすることで、このページを編集して変更を加えることができます。

候補者であるエンド・ユーザー

URLリンクを参照し、場所ランディング・ページまたはカテゴリ・ランディング・ページへのリンクを開いた候補者は、次のことが⾏えます。

• 「アラート」ボタンをクリックし、ジョブ・アラートにサイン・アップします。

• その場所での就労に関するPR素材（ビデオやタグライン・テキストなど）を⾒ます。

• その場所のジョブ・リストを⾒ます。

• 「検索」ボタンをクリックし、検索結果を調整してジョブ・リストを絞り込みます。

• リンクを開き、リストされたジョブに関する詳細およびジョブの摘要をホストされているソーシング・サイト上で参照します。
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ランディング・ページの編集機能

機能 説明

全般的なページの編集 ランディング・ページの表⽰サンプルが、コンテンツの編集のための「編集」ボタンと⼀緒に表⽰されます。

• 鉛筆のアイコンをクリックするか、ヘッドライン・ボックス内の任意の場所をクリックすると、ヘッドラインを
編集できます。編集が終了したら、保存します。

• ⻭⾞のアイコンをクリックすると、ランディング・ページのビデオの情報を編集できます。ビデオURLは追
加、変更または削除でき、アクションは取消しまたは保存できます。

• 鉛筆のアイコンをクリックするか、摘要ボックス内の任意の場所をクリックすると、摘要を編集できま
す。編集が終了したら、保存します。

ヘルプ クリックしてツールチップをオープンすると、ランディング・ページの編集可能なフィールドの説明が表⽰されま
す。

クリックしてこれらの結果を絞り込む クリックしてジョブ選択ページをオープンし、ランディング・ページ内に含めるジョブ・リストを調整します。ジョブ
選択ページの操作は、このガイドの「ジョブのPR」の章に記載されているROD、SJDおよびTCの各ジョブに
対する操作と同じです。

プレビュー 「プレビュー」をクリックすると、新しいウィンドウに、フロントエンド・ユーザーに表⽰されるランディング・ページの
プレビューがオープンします。完了したらウィンドウをクローズします。

公開 「公開」トグルを使⽤すると、操作中の特定のランディング・ページの有効化と無効化が切り替わります。
「オン」の場合、ランディング・ページへのURLリンクからアクセスするすべてのユーザーにページが表⽰されま
す。「オフ」の場合、「ランディング・ページの管理」経由の管理ユーザーのみに表⽰されます。

リンクのコピー 「リンクのコピー」をクリックすると、ランディング・ページのショートリンクURLが表⽰されたモーダルがオープンし
ます。「リンクのコピー」を再度クリックし、URLをクリップボードにコピーします。Eメールにペーストし、ソーシャ
ル・チャネルを介して共有できます。

トラッキング 「トラッキング」をクリックすると、ランディング・ページの「パフォーマンス」ページがオープンし、ランディング・ペー
ジの分析が表⽰されます。

場所ランディング・ページまたはカテゴリ・ランディング・ページの作成
前提条件

管理者としてログインする必要があります。

[ソーシング]管理者としてログイン > 「ランディング・ページの管理」

⼿順
1. ドロップダウン・メニューから「場所ページの管理」または「カテゴリ・ページの管理」を選択します。



Oracle Taleo Enterprise
Sourcingユーザー・ガイド

第4章
ランディング・ページの管理モジュール

54

場所ページまたはカテゴリ・ページが「サイト・ビルダー」構成内で有効化されていると、 ⽤意されているすべてのジョブの場
所およびカテゴリに対してランディング・ページを作成するために 必要な情報がシステムで⾃動的に作成されて格納されま
す。このページは、管理者以外の ユーザーにはまだ表⽰可能になりません。

選択内容に応じて、「場所ページの管理」または「カテゴリ・ページの管理」モーダルがオープンします。
2. 選択肢のリストから、場所またはカテゴリを選択します。

編集可能な場所またはカテゴリのランディング・ページのサンプルがオープンします。
3. 必要に応じてランディング・ページを編集します。「ヘルプ」を使⽤し、編集中のページに関する情報を 表⽰します。

a. ⻭⾞のアイコンをクリックすると、標準イメージと置き換える新しい画像またはビデオをアップロードできます。
b. 鉛筆のアイコンをクリックすると、タイトルおよびタグライン・テキストを編集できます。
c. 「クリックしてこれらの結果を絞り込む」をクリックすると、検索を編集し、ジョブの検索結果を調整できます。

4. 「プレビュー」を使⽤すると、ページへの変更内容のプレビューが別のウィンドウに表⽰されます。
5. ランディング・ページの編集が完了するまで、⼿順3および⼿順4を繰り返します。
6. 編集が完了したら、「公開」を使⽤し、エンド・ユーザーがランディング・ページを表⽰ できるようにします。

ランディング・ページが作成されて使⽤できるようになりますが、エンド・ユーザーがページの 場所を⾒つけられる⽅法はまだ
ありません。

7. 「リンクのコピー」を使⽤し、ランディング・ページのURLをコピーします。
8. このURLをFacebook、LinkedInまたはTwitterなどのソーシャル・チャネル上で共有するか、 Eメール内で共有することに

よって、場所ランディング・ページまたはカテゴリ・ランディング・ページを展開します。

結果
このランディング・ページのURLリンクを開いたエンド・ユーザーは、ランディング・ページおよびソーシング・サイトにアクセスして操作できます。

次の⼿順
「トラッキング」を使⽤すると、ページのパフォーマンス分析を表⽰できます。

カスタム・ランディング・ページ
カスタム・ランディング・ページを使⽤すると、ジョブのカテゴリと 場所の組合せに基づいてジョブをPRし、求職者が興味を持っているジョブに あわ
せた情報を提供して求職者を集めることが できます。

カスタム・ランディング・ページの作成、編集、公開および展開

カスタマイズされたランディング・ページの機能は常に有効化されているため、この機能を「構成」で有効にする必要はありません。管理者はカス
タム・ランディング・ページを「ホーム」ページおよび「ジョブ検索」ページから作成します。これには、カテゴリと場所の組合せの検索を開始し、「ラ
ンディング・ページの作成」ボタンをクリックします。各カスタム・ランディング・ページには、タイトル、画像エリアと、そのカテゴリおよび場所に関連す
るジョブの検索結果が含まれます。管理者は、カスタム・ランディング・ページの作成時に次の機能を実⾏できます。

• カスタム・テンプレートを使⽤し、タイトルおよび検索を提供します。

• 標準イメージと置き換える新しいイメージまたはビデオをアップロードするには、⻭⾞のアイコンをクリックします。

• タイトルおよびタグライン・テキストを編集するには、鉛筆のアイコンをクリックします。
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• 「トラッキング」を使⽤し、ページのパフォーマンス分析を表⽰します。

• 「プレビュー」を使⽤し、ページへの変更内容のプレビューを別のウィンドウに表⽰します。

• 「ヘルプ」を使⽤し、編集中のページに関する情報を表⽰します。

• 「公開」を使⽤し、エンド・ユーザーがランディング・ページを表⽰できるようにします。

• 「リンクのコピー」を使⽤し、ランディング・ページのURLをコピーします。

• URLをFacebook、LinkedInまたはTwitterなどのソーシャル・チャネル上で共有するか、Eメール内で共有することによって、カスタ
ム・ランディング・ページを展開します。

ページが公開および展開されたら、管理者は「ホーム」ページまたは「ジョブのPR」ページの「ランディング・ページの管理」ボタンをクリックすること
で、このページを編集して変更を加えることができます。

候補者であるエンド・ユーザー

展開されたURLリンクを参照し、カスタム・ランディング・ページへのリンクを開いた候補者は、次のことが⾏えます。

• 「アラート」ボタンをクリックし、ジョブ・アラートにサイン・アップします。

• その組織または場所での就労に関するPR素材（ビデオやタグライン・テキストなど）を⾒ます。

• ⾃分の興味に合った、または希望する場所に該当するジョブ・リストを表⽰します。

• 「検索」ボタンをクリックし、検索結果を調整してジョブ・リストを絞り込みます。

• リンクを開き、リストされたジョブに関する詳細およびジョブの摘要をホストされているソーシング・サイト上で参照します。

お薦めする実践⽅法

カスタム・ランディング・ページを次の⽤途で作成します。

• できるだけターゲットを絞り込んだ求職者のグループを対象とする(特定の開発センターのソフトウェア開発者など)。

• 異なる、または特殊なタイプのジョブをハイライトする(インターンシップまたは⼤学の採⽤担当者など)。

• 特定の地域でのみ求⼈があるジョブ・タイプをPRする(カリフォルニアの健康管理および医療従事者など)。

カスタム・ランディング・ページの作成
前提条件

管理者としてログインする必要があります。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]

⼿順
1. 検索条件を「キーワード」(「カテゴリ」)フィールドおよび「場所」フィールドに⼊⼒します。
2. 「検索」をクリックします。
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「ジョブ検索結果」ページがオープンし、中央の列に検索結果が表⽰されます。
3. 「ランディング・ページの作成」をクリックします。

「ランディング・ページの作成」モーダルがオープンします。
4. 「ページ・タイトル」を⼊⼒し、「作成」をクリックします。

編集可能なランディング・ページのサンプルがオープンします。
5. 必要に応じてランディング・ページを編集します。「ヘルプ」を使⽤し、編集中のページに関する情報を 表⽰します。

a. ⻭⾞のアイコンをクリックすると、標準イメージと置き換える新しい画像またはビデオをアップロードできます。
b. 鉛筆のアイコンをクリックすると、タイトルおよびタグライン・テキストを編集できます。
c. 「クリックしてこれらの結果を絞り込む」をクリックすると、検索を編集し、ジョブの検索結果を調整できます。

6. 「プレビュー」を使⽤すると、ページへの変更内容のプレビューが別のウィンドウに表⽰されます。
7. ランディング・ページの編集が完了するまで、⼿順5および⼿順6を繰り返します。
8. 編集が完了したら、「公開」を使⽤し、エンド・ユーザーがランディング・ページを表⽰ できるようにします。

ランディング・ページが作成されて使⽤できるようになりますが、エンド・ユーザーがページの 場所を⾒つけられる⽅法はまだ
ありません。

9. 「リンクのコピー」を使⽤し、ランディング・ページのURLをコピーします。
10. URLをFacebook、LinkedInまたはTwitterなどのソーシャル・チャネル上で共有するか、Eメール内 で共有することによっ

て、カスタム・ランディング・ページを展開します。

結果
このランディング・ページのURLリンクを開いたエンド・ユーザーは、ランディング・ページおよびソーシング・サイトにアクセスして操作できます。

次の⼿順
「トラッキング」を使⽤すると、ページのパフォーマンス分析を表⽰できます。

既存のランディング・ページの管理
前提条件

管理者としてログインする必要があります。

[ソーシング]管理者としてログイン > [ホーム・ページ]

⼿順
1. 「ランディング・ページの管理」ボタンをクリックします。

「ランディング・ページの管理」モーダルがオープンします。
2. 使⽤可能なランディング・ページ・タイプを「カテゴリ・ページの管理」、「ランディング・ページの管理」 または「カスタム・ページ

の管理」のいずれかから選択します。
選択したタイプに該当するページ・セレクタ・モーダルがオープンします。

3. 既存のページをドロップダウン・リストから選択し、「次」をクリックします。
「ランディング・ページの管理」エディタがオープンし、選択したランディング・ページの サンプルがここに表⽰されます。

4. 必要に応じてランディング・ページを編集します。
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• 「ヘルプ」をクリックすると、ページの編集可能な領域が強調表⽰されます。

• 鉛筆のアイコンをクリックすると、ページ・タイトル・テキストを編集できます。

• ⻭⾞のアイコンをクリックすると、サポート対象のビデオのURLを追加または編集できます。

• 鉛筆のアイコンをクリックすると、ページの摘要を編集できます。

• 「クリックしてこれらの結果を絞り込む」リンクをクリックし、「ジョブ検索」ページを開いて結果をさらに絞り込みま
す。

5. 「プレビュー」をクリックし、編集結果をレビューします。
編集が完了するまで、⼿順3、⼿順4および⼿順5を繰り返します。

6. すべてのユーザーがランディング・ページを表⽰できるように、「公開済」トグルが「オン」に 設定されていることを確認しま
す。

7. 「リンクのコピー」ボタンをクリックし、ランディング・ページのURLリンクをコピーします。
8. このURLリンクをEメール内にペーストする、またはソーシャル・チャネルと共有することによって、 ページを展開します。

結果
ユーザーが展開されたリンクをクリックすると、ランディング・ページを表⽰したり操作することができ、 さらに、ジョブのリンク
から遷移することで、ソーシング・サイトにてジョブの摘要を表⽰したり、 ジョブに応募することができます。

次の⼿順
管理者は、「トラッキング」から分析画⾯を開いて、ランディング・ページのアクティビティ統計を表⽰できます。
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5 Facebookジョブ・アプリケーション
Facebookジョブ・アプリケーション

Facebookジョブ・アプリケーション

Facebookジョブ・アプリケーション
管理者および採⽤担当者は、Facebookジョブ・アプリケー ションを使⽤してソーシングを⾃分のFacebookファン・ページに埋め込み、掲載し
たジョブをFacebookユーザーが 簡単に検索および共有し、ジョブに応募できるようにします。

Facebookジョブ・アプリケーションには、「ポータル」ページからFacebookでサイン・イン機能を使⽤してソーシングにサインインすることでアクセ
スします。管理者および採⽤担当者は、このモジュールを次の⽬的に使⽤します。

• ⾃分のFacebookページにこのアプリケーションをインストールします。

• インストールを検証します。

• インストールされたアプリケーションを開きます。

• Facebookページのジョブ・アプリケーションのアイコンを変更します。

• インストールされたアプリケーション⽤にデフォルトのフィルタを構成します。

このアプリケーションをインストールすることで、紹介プログラムが利⽤者から⾒つけやすくなり、利⽤者は⾃分のFacebookの友⼈と紹介プログ
ラムを共有できるようになります。

Facebookジョブ・アプリケーションのインストール

前提条件
ソーシング管理者または採⽤担当者の権限と、Facebookジョブ・アプリケーションのインストール先のFacebookページの管理
者/所有者の権限を持っている必要があります。

[ソーシングの「ポータル」ページ]

⼿順
1. 「サイン・イン」をクリックし、「Facebookでサイン・イン」オプションをクリックします。
2. ソーシングとFacebookとの間の接続を承認します。

• Facebookにログインしていない場合、Facebookログイン情報の⼊⼒を要求されます。

• Facebookにすでにログインしている場合、ソーシングの「ホーム・ページ」に⾃動的にログインします。
3. [ホーム・ページ]右上の「ユーザー設定」(名前)ドロップダウン・メニューをクリックし、「⾃分のチャネルの管理」 オプションを選

択します。
4. 「⾃分のソーシャル・チャネルの管理」ページ右上の「Facebookジョブ・アプリケーションのインストール」をクリックします。
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5. 「ページの追加」タブ・ウィンドウ内で、「Facebookページの選択」ドロップダウンをクリックし、このリストから、 ジョブ・アプリ
ケーションのインストール先とするFacebookページを 選択します。
このリストには、Facebook管理者/所有者の権限を持つログイン先Facebookアカウント⽤のページが含まれています。

6. 「ページの追加」タブをクリックします。

結果
Facebookジョブ・アプリケーションが、選択したFacebookページ上にインストールされます。

次の⼿順
Facebookページ上のインストールを確認します。

Facebookジョブ・アプリケーションインストールの確認

前提条件
管理者または採⽤担当者の権限を使⽤してソーシングにログインする必要があり、インストールを確認するFacebookページの管
理者/所有者の権限が必要です。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]

⼿順
1. [ホーム・ページ]右上の「ユーザー設定」(名前)ドロップダウン・メニューをクリックし、「⾃分のチャネルの管理」 オプションを選

択します。
2. 「⾃分のソーシャル・チャネルの管理」ページに、接続されているすべてのソーシャル・ ネットワーク⽤のカードが表⽰されま

す。Facebookジョブ・アプリケーションをインストールしたFacebook⽤のカード のページ名の下に、「インストールされてい
るアプリケーション」ステータスが表⽰されます。

結果
Facebookジョブ・アプリケーションが、選択したFacebookページ上にインストールされていることが確認されます。

次の⼿順
このFacebookページをオープンし、ジョブ・アプリケーションのアイコンの変更やジョブ・アプリケーションのデフォルト・フィルタの構成が⾏えます。

インストールされたFacebookジョブ・アプリケーションを開く

前提条件
管理者または採⽤担当者の権限を使⽤してソーシングにログインする必要があり、オープンするFacebookページの管理者/所有
者の権限が必要です。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]

⼿順
1. ソーシングの[ホーム・ページ]右上の「ユーザー設定」(名前)ドロップダウン・メニューをクリックし、 「⾃分のチャネルの管理」

オプションを選択します。
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2. 「⾃分のソーシャル・チャネルの管理」ページに、接続されているすべてのソーシャル・ネット ワーク⽤のカードが表⽰されま
す。⽬的のFacebookページ⽤のカードで、「表⽰」をクリックします。
Facebookページがオープンします。

3. このFacebookページ上で、Facebook内のアプリケーションを開くためのタイルをクリック します。
このタイルをクリックする⽅法は、ジョブを参照するためにFacebookのエンド・ユーザーがアプリケーションを開く⽅法と同じ
です。

結果
ジョブ・ページが開きます。

次の⼿順
Facebookページを表⽰し、ジョブ・アプリケーションのアイコンの変更やジョブ・アプリケーションのデフォルト・フィルタの構成が⾏えます。

Facebookジョブ・アプリケーションのアイコンの変更

前提条件
Facebookジョブ・アプリケーションは、⽬的のFacebookページにインストールする必要があります。

ソーシング管理者または採⽤担当者の権限を使⽤してログインする必要があり、インストールを確認するFacebookページの管理
者/所有者の権限が必要です。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ユーザー設定(名前) > 「⾃分のチャネルの管理」 > [⾃分の
ソーシャル・チャネルの管理] > [Facebookページ⽤カード]ビュー

⼿順
1. Facebookページで「ページの編集」ドロップダウンをクリックし、「公開情報の更新」を選択します。
2. 左側のサイドバー・メニューで「アプリ」をクリックします。
3. ソーシング・ジョブ・アプリケーションの「設定を編集」をクリックします。
4. 「カスタム・タブ」イメージの横の「変更」をクリックします。
5. 画像アイコンの「編集」をクリックします。
6. 「ファイルの選択」をクリックします。

画像の仕様を確認します。
7. アップロードする画像ファイルに移動し、ファイルを選択します。
8. 「開く」をクリックします。

結果
新しい画像がジョブ・アプリケーションのアイコンとして表⽰されます。

Facebookジョブ・アプリケーションのデフォルト・フィルタの構成

前提条件
Facebookジョブ・アプリケーションをFacebookページにインストールする必要があります。
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管理者または採⽤担当者の権限を使⽤してソーシングにログインする必要があり、インストールを確認するFacebookページの管
理者/所有者の権限が必要です。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]ユーザー設定 (名前) > 「⾃分のチャネルの管理」 > [⾃分の
ソーシャル・チャネルの管理] > [⽬的の Facebookページ⽤カード] -

⼿順
1. ⽬的のFacebookページ⽤のカードで、「Facebookジョブ・アプリケーションの構成」をクリックします。

「ジョブ・アプリケーションの構成」ダイアログがオープンします。このウィンドウをオープンしたままにし、次の⼿順に進みます。
2. 別のタブまたはブラウザ内で、ソーシングの「ホーム・ページ」を開きます。
3. ジョブ・アプリケーションでデフォルトとして表⽰したいジョブを、パラメータを指定して検索します。

たとえば、デフォルト・フィルタを「⽶国ニューヨーク市内に拠点があるすべての営業ジョブ」 にする場合、「場所」フィールド
内に「ニューヨーク、⽶国」と⼊⼒し、「キーワード」/「カテゴリ」 フィールドに「営業」と⼊⼒し、「検索」をクリックします。

「ジョブ検索結果」ページがオープンします。
4. 「ジョブ検索結果」ページの「/jobs/search/xxxxxxx」から末尾までのURLをメモするかクリップボードにコピーします。

たとえば「/jobs/search/253635」のようなURLです。
5. 「ジョブ・アプリケーションの構成」ダイアログに戻ります。これは⼿順1でオープンしたままに したダイアログです。

a. 「ジョブ検索結果」ページからのURLを「ランディング・ページURL」に⼊⼒する かペーストします。
b. 次に、このURLの先頭に"/fb"を追加します。

たとえば、ダイアログに「/fb/jobs/search/253635」と⼊⼒します。
6. 「更新」をクリックし、「ジョブ・アプリケーションの構成」ダイアログをクローズします。

結果
Facebookジョブ・アプリケーションのデフォルト・フィルタが、⼊⼒した検索ページURLのパラメータと同じになります。
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6 分析モジュール
分析モジュール

分析モジュール

分析モジュール
管理者および 採⽤担当者は、「分析」モジュールを使⽤して、使⽤可能な分析ページへの移動、ユーザーが 実⾏したアクションの表⽰、各
種パラメータによるデータのフィルタ処理、Excelレポートへの⽣データの ダウンロード、個々のジョブに対する求⼈のパフォーマンスや、ジョブ・カ
テゴリ・ランディング・ページの レポートの表⽰を実⾏できます。

モジュールへのアクセスは、Oracle Taleo Sourcingにサインインし、「ホーム・ページ」上部のナビゲーション・バーにある「分析」リンクをクリック
することで⾏います。

「分析」モジュールを使⽤すると、このアプリケーション内から、サイトのアクティビティ情報に直接アクセスでき、ユーザーが実⾏したアクションを表
⽰したり、レポートを作成できます。「分析」モジュールを開くと、次のページにアクセスするためのタブが表⽰されます。

• アクティビティの概要(分析モジュールのデフォルトのホーム・ページ)

• Eメール

• ジョブ共有

• 応募開始

「分析」は、このアプリケーションのその他の機能に関するサイト上のアクティビティ情報も提供します。

• 「ジョブの詳細」ページから: ジョブに対する求⼈のパフォーマンス統計

• 「ランディング・ページ」ページから: ランディング・ページ統計

「アクティビティの概要」ページ
「アクティビティの概要」ページを使⽤すると、ソーシング・ サイトのすべてのアクティビティを⽰すダッシュボードを表⽰したり、紹介プログラムやソー
シャル・チャネル・ マーケティングの効果を評価できます。

このページには、ソーシングの「ホーム・ページ」にある「分析」リンクをクリックしてアクセスします。これが、分析モジュールのデフォルトのホーム・
ページになります。ページには、3つの主なセクションが表⽰されます。

• フィルタ・パラメータ

• 要約の合計

• チャート
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フィルタ・パラメータ

キャンペーン/チャネル: 値を選択して、すべてのアクティビティ、紹介、タレント・コミュニティ、ランディング・ページ、FacebookまたはTwitterの
データを表⽰します。

開始⽇および終了⽇: ⽇付フィールドをクリックし、カレンダ・セレクタ・ツールを使⽤して、データを表⽰する⽇付または⽇付範囲を⼊⼒しま
す。

要約の合計

選択したフィルタ・パラメータに基づいて、⼈数、タレント・コミュニティの⼈数、ジョブ共有、ジョブ表⽰およびジョブ応募開始のデータに関する要
約の合計が表⽰されます。「詳細ビュー」には、「ジョブ共有」と「ジョブ応募開始」からアクセスできます。選択したフィルタ値について、データの
スナップショットが「要約の合計」に表⽰されます。

• ⼈数: 選択した期間の終了時の合計⼈数。

• タレント・コミュニティの⼈数: タレント・コミュニティの求⼈のお知らせに登録している、選択した期間終了時の⼈数。

• ジョブ共有: 期間内に、1⼈以上の友⼈にジョブを薦めたユーザー数。数字をクリックすると、ジョブ共有の「詳細ビュー」が開きます。

• ジョブ表⽰: 期間内にユーザーが個々のジョブを表⽰した数。従業員、紹介、その他のロール別に表⽰されます。

• ジョブ応募開始: 期間内に開始されたジョブ応募数。数字をクリックすると、ジョブ応募開始の「詳細ビュー」が開きます。

• 情報アイコン: いずれかのデータ・タイプの情報アイコンにマウス・カーソルを置くと、ツール・チップが開き、そのデータ・タイプの定義が表
⽰されます。

チャート

ジョブ表⽰、ジョブ共有および応募開始がグラフ表⽰されます。「詳細ビュー」には、「ジョブ共有」と「ジョブ応募開始」からアクセスできます。選
択したフィルタ値について、データのタイムラインがグラフ表⽰されます。

• ジョブ共有: 期間内のジョブ共有数が表⽰されます。特定の⽇付にマウス・カーソルを置くと、その⽇に発⽣したジョブ共有の数が表
⽰されます。「詳細の表⽰」をクリックすると、ジョブ共有の「詳細ビュー」が表⽰されます。

• ジョブ表⽰: 期間内のジョブ表⽰数が表⽰されます。特定の⽇付にマウス・カーソルを置くと、その⽇に発⽣したジョブ表⽰の数が表
⽰されます。従業員、紹介、その他のロール別に表⽰されます(チャートの下)。

• ジョブ応募開始: 期間内のジョブ応募開始数が表⽰されます。特定の⽇付にマウス・カーソルを置くと、その⽇に発⽣したジョブ応募
開始の数が表⽰されます。「詳細の表⽰」をクリックすると、ジョブ応募開始の「詳細ビュー」が表⽰されます。

Eメールの分析
「Eメール・レポート」ページを 使⽤すると、サイトから送信されたすべてのジョブ・マーケティング・Eメールのログを 表形式で表⽰できます。これに
は、⾃動紹介告知、オンデマンド紹介Eメール、タレント・コミュニティEメールなど が含まれます。

「Eメール・レポート」ページには、「分析」の「概要」ページから(「Eメール」タブをクリックして)アクセスします。

サイトから送信されたすべてのメッセージに対して、オープン率やクリック率からEメール・マーケティング・キャンペーンの成功度をトラッキングでき
ます。送信された各Eメールについて、次の内容を確認できます。

• 送信⽇
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• Eメール・タイプ

• Eメールのタイトル⾏

• 送信者の国

• 受信者数

• オープン率(オープン数/対象のユーザー数)

• クリック率(クリック数/オープン数)

• オプト・アウト率(登録解除リンクのクリック数/オープン数)

ある特定のEメールを表⽰するには、「例の表⽰」をクリックします。受信者に表⽰されるEメールの例が新規ウィンドウに表⽰されます。

Eメールの分析は、ダウンロード可能なEメール・レポートでも使⽤できます。Excel (CSV)ファイルを取得するには、「Excelにダウンロード」ボタ
ンをクリックします。

ジョブ共有の分析
「ジョブ共有」の「詳細ビュー」ページを使⽤すると、ソーシング・ サイトで共有されたジョブのデータを表⽰できます。送信されたジョブ共有の数
から、キャンペーンの成功度を 確認できます。

このページには、「分析」の「概要」ページから(「ジョブ共有」タブをクリックして)アクセスします。「概要」ページにある各種の「詳細の表⽰」リンク
をクリックしてこのページにアクセスすることもできます。

ページには、3つの主なセクションが表⽰されます。

• フィルタ: データは、キャンペーン/チャネル、開始⽇と終了⽇、部⾨、場所、共有タイプおよびソーシャル・ネットワーク別にフィルタ処理
できます。

• タイムライン・チャート: 開始⽇/終了⽇のフィルタで定義した期間のジョブ共有データがチャートに表⽰されます。

• 結果表: フィルタ条件に⼀致するジョブ共有の結果が、表形式で表⽰されます。

フィルタ

次のフィルタが⽤意されています。

• キャンペーン/チャネル: ドロップダウン・メニューを使⽤して特定のキャンペーンまたはチャネルを選択します。

• 開始⽇および終了⽇: ⽇付フィールドをクリックして、開始⽇または終了⽇を選択します。カレンダ・セレクタ・ツールが開きます。カレ
ンダの⽇付をクリックして、⽇または⽇付の範囲を選択します。

• 部⾨または場所: ドロップダウンを使⽤して、組織の実装を⽰す値から、特定の部⾨または場所を選択します。

• 共有タイプ: ドロップダウン・メニューを使⽤して、「個⼈メッセージ」、「ステータスの更新」または「すべて」から選択します。

• ソーシャル・ネットワーク: チェック・ボックスを使⽤して、フィルタ対象とするソーシャル・ネットワークを選択します。オプションには、
「Facebook」、「Twitter」、「LinkedIn」および「その他」があります。

タイムライン・チャート
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タイムライン・チャートには、「開始⽇」フィルタと「終了⽇」フィルタで定義された期間に発⽣したジョブ共有の合計が表⽰されます。個々の⽇
付のデータ・ポイントをクリックして、その⽇に発⽣したジョブ共有の数を確認します。

結果表

デフォルトでは、ジョブ共有は発⽣した順に降順で表形式で表⽰されます。表には次のデータが表⽰されます。

• ジョブ(求⼈情報)

• 紹介者

• 共有⽇

• 共有タイプ

• ソーシャル・チャネル

• 応募者数

ナビゲーションおよび関連機能

表では、次のナビゲーション補助機能と関連機能を使⽤できます。

• 表内でページを変更するには、"X/Xページ"を使⽤します。

• 特定の紹介者名で検索するには、「検索基準」フィールドに⼊⼒します。

• ジョブ・タイトルをクリックすると、ソーシング内で対応するジョブの詳細ページがオープンします。

• 紹介者の名前をクリックすると、「Eメールの作成」ウィンドウがオープンし、紹介者のソーシング・アカウントに関連付けられたEメール・
アドレスが指定されます。

• 列のソートの昇順と降順を変更するには、上向き⽮印と下向き⽮印をクリックします。

• 特定のソーシャル・ネットワークを使⽤してジョブ共有が作成された場合は、そのネットワークのアイコンがソーシャル・チャネ
ル(Facebook、TwitterまたはLinkedIn)に表⽰されます。

レポートの表結果

ジョブ共有データのレポートを取得するには、「Excelにダウンロード」をクリックします。レポート出⼒には、フィルタ・パラメータと次の列が含まれま
す。

• ジョブ・タイトル

• 求⼈番号

• ジョブの部⾨

• ジョブの場所

• 紹介者名

• 紹介者のEメール

• 紹介者の部⾨

• 紹介者の場所
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• 共有⽇

• 共有タイプ

• Facebook

• LinkedIn

• Twitter

• 応募者数

応募開始の分析
「応募開始」の「詳細ビュー」ページを使⽤すると、ソーシング・ サイトを使⽤して開始されたジョブへの応募に関するデータを表⽰できます。
ジョブの応募開始数から、 キャンペーンの成功度を確認できます。

このページには、「分析」の「概要」ページから(「応募開始」タブをクリックして)アクセスします。「概要」ページにある各種の「詳細の表⽰」リンク
をクリックしてこのページにアクセスすることもできます。

ページには、3つの主なセクションが表⽰されます。

• フィルタ: データは、キャンペーン/チャネル、開始⽇と終了⽇、部⾨および候補者タイプ別にフィルタ処理できます。

• タイムライン・チャート: 開始⽇/終了⽇のフィルタで定義した期間の応募開始データがチャートに表⽰されます。

• 結果表: フィルタ条件に⼀致する応募開始の結果が、表形式で表⽰されます。

フィルタ

次のフィルタが⽤意されています。

• キャンペーン/チャネル: ドロップダウン・メニューを使⽤して特定のキャンペーンまたはチャネルを選択します。

• 開始⽇および終了⽇: ⽇付フィールドをクリックして、開始⽇または終了⽇を選択します。カレンダ・セレクタ・ツールが開きます。カレ
ンダの⽇付をクリックして、⽇または⽇付の範囲を選択します。

• 場所または部⾨: ドロップダウンを使⽤して、組織に実装されている値から、特定の場所または部⾨を選択します。

• 候補者タイプ: チェック・ボックスを使⽤して、「従業員」、「元従業員」、「紹介」または「その他」から1つ以上の値を選択します。

• ソーシャル・ネットワーク: チェック・ボックスを使⽤して、フィルタ対象とするソーシャル・ネットワークを選択します。オプションには、
「Facebook」、「Twitter」、「LinkedIn」および「その他」があります。

タイムライン・チャート

タイムライン・チャートには、「開始⽇」フィルタと「終了⽇」フィルタで定義された期間に発⽣したジョブ応募開始の合計が表⽰されます。個々
の⽇付のデータ・ポイントをクリックして、その⽇に発⽣した応募開始の数を確認します。

結果表

デフォルトでは、応募開始は発⽣した順に降順で表レイアウトとして表⽰されます。表には次のデータが表⽰されます。
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• ジョブ(求⼈情報)

• 候補者

• ⽇付

• 紹介者

• ソーシャル・チャネル

ナビゲーションおよび関連機能

表では、次のナビゲーション補助機能と関連機能を使⽤できます。

• 表内でページを変更するには、"X/Xページ"を使⽤します。

• 特定の候補者名で検索するには、左側の「検索基準」フィールドに⼊⼒します。

• 特定の紹介者名で検索するには、右側の「検索基準」フィールドに⼊⼒します。

• 列のソートの昇順と降順を変更するには、上向き⽮印と下向き⽮印をクリックします。

• ジョブ・タイトルをクリックすると、ソーシング内で対応するジョブの詳細ページがオープンします。

• 候補者または紹介者の名前をクリックすると、「Eメールの作成」ウィンドウがオープンし、候補者または紹介者のソーシング・アカウント
に関連付けられたEメール・アドレスが指定されます。

• 特定のソーシャル・ネットワークを使⽤して応募開始が作成された場合は、そのネットワークのアイコンがソーシャル・チャネ
ル(Facebook、TwitterまたはLinkedIn)に表⽰されます。

レポートの表結果

ジョブ応募開始データのレポートを取得するには、「Excelにダウンロード」をクリックします。レポート出⼒には、フィルタ・パラメータと次の列が含
まれます。

• ジョブ・タイトル

• 求⼈番号

• ジョブの部⾨

• ジョブの場所

• 候補者名

• 候補者タイプ

• 候補者のEメール

• ⽇付

• 紹介者名

• 紹介者のEメール

• 紹介者の部⾨

• 紹介者の場所
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ジョブ・パフォーマンスの分析
ジョブ・パフォーマンス統計 を使⽤すると、サイト上の各ジョブのジョブ・パフォーマンスを個別にトラッキングできます。⼀定期間内の 各ジョブの
アクティビティを確認でき、掲載したジョブがどのように検索されているかを分析するのに 役⽴ちます。

ジョブ・パフォーマンス統計には、どの「ジョブの詳細」ページからもアクセスできます。次の2つの主な機能があります。
1. 「ジョブ統計」ボックス: 「ジョブの詳細」ページの右側に表⽰されます。個別のジョブについての表⽰、ジョブ共有および応募開始

の合計数が⽰されます。
2. 「ジョブ・パフォーマンス」ページ: 「ジョブ統計」ボックスで「期間中のパフォーマンスの表⽰」リンクをクリックすると、「ジョブ・パフォー

マンス」ページがオープンし、ジョブ・リストの詳細に関する情報を表⽰できます。

「ジョブ・パフォーマンス」ページ

「ジョブ・パフォーマンス」ページには、選択したジョブに関するさらに詳しいデータが⽣データとコンバージョン率の形式で表⽰されます。次のセク
ションが含まれます。

• 要約

• ジョブ・タイムライン

• ジョブ・トラフィック: 上位参照元URL、ジョブ・トラフィック: 上位参照元サイト

要約

表⽰、ジョブ共有および応募開始についての⽣データとコンバージョン率の要約が表⽰されます。

表⽰は、タイプ別(従業員、紹介、識別不能)に分類されます。

「ジョブ共有」には、従業員による表⽰から発⽣したジョブ共有の割合を⽰す紹介のコンバージョン率が含まれます。

「応募開始」には、候補者による表⽰から発⽣したジョブへの応募の割合を⽰す応募のコンバージョン率が含まれます。

ジョブ・タイムライン

ジョブが掲載された⽇付範囲およびビデオが追加または削除された⽇付が表⽰されます。これにより、追加したマーケティングのためのメディア
についての⼀定期間内のパフォーマンスをトラッキングできます。

各アクティビティについて提⽰されたデータには、アクティビティ名、⽇付範囲または⽇付、ビュー、共有、応募、紹介および応募の割合が含ま
れます。

「紹介%」は、従業員による表⽰から発⽣したジョブ共有の割合です。

「応募%」は、候補者による表⽰から発⽣したジョブへの応募の割合です。

上向き⽮印と下向き⽮印は、アクティビティの期間に紹介および応募の割合が増加または減少していることをそれぞれ⽰します。

ジョブ・トラフィック: 上位参照元URL、ジョブ・トラフィック: 上位参照元サイト

ユーザーがどのようにジョブを⾒つけたかが表⽰されます。サイトおよび個々のURLが、降順で⽰したヒット数とともに、それぞれのチャートに表⽰
されます。
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「レポートのダウンロード」をクリックすると、これらのチャートがExcelレポートとして保存されます。このレポートには、ジョブ・タイトル、⽇付、参照
元サイトとURL、およびヒット数が含まれます。

ランディング・ページの分析
管理者は、ランディング・ ページ統計を使⽤して、各ランディング・ページの分析を表⽰できます。

ランディング・ページ統計には、どのランディング・ページからも管理者としてアクセスできます。ログイン時にランディング・ページの上部にある「ト
ラッキング」ボタンをクリックすると、「ランディング・ページ・パフォーマンス」ページがオープンします。ランディング・ページ・パフォーマンスには、特定
のランディング・ページのアクティビティがグラフ表⽰およびチャート表⽰で表⽰されます。

グラフ表⽰

グラフ表⽰では次が表⽰されます。

• ページ表⽰: ランディング・ページの直接発⽣した表⽰数。

• ページ共有: ランディング・ページが共有された回数。

• サインアップ: ランディング・ページから派⽣したタレント・コミュニティ・サインアップ数。

• ジョブ表⽰: ランディング・ページのトラフィックから発⽣したジョブ表⽰数。

• ジョブ共有: ランディング・ページのトラフィックから発⽣したジョブ共有数。

• 応募開始: ランディング・ページのトラフィックから発⽣したジョブ応募開始数。

チャート表⽰

ランディング・ページ・パフォーマンスには、2つのチャート表⽰(上位参照元URLおよび上位参照元サイト)で、ランディング・ページのトラフィック
も表⽰されます。チャートには、上位参照元URLと上位参照元サイト、およびヒット数が⽰されます。

「レポートのダウンロード」をクリックすると、これらのチャートがExcelレポートとして保存されます。このレポートには、ランディング・ページの名前、
⽇付、ジョブ・カテゴリ、参照元サイトとURL、およびヒット数が含まれます。

Excelレポートへの表結果のダウンロード
前提条件

ソーシング・ページの表結果データは、Excelレポートにダウンロードできます。

この例では、Microsoft Windows 7でMicrosoft Office 2007 ExcelとInternet Explorer 9を使⽤することを前提としています。
オペレーティング・システム、ブラウザ、Excelの組合せが異なる場合は、⼿順が変わる場合があります。

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [ホーム・ページ]分析 > [概要]ジョブ共有または応募開始 > [詳細ビューペー
ジ]
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[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > [いずれかのジョブの詳細ページ] > [ジョブ統計]期間中のパフォーマンスの表
⽰ > [ジョブ・パフォーマンス・ページ] > [ジョブ・トラフィック: 上位参照元URL/ジョブ・トラフィック: 上位参照元サイト]

[ソーシング]管理者または採⽤担当者としてログイン > 「ランディング・ページの管理」 > カテゴリ・ページまたはランディング・ページ
の選択 > [ランディング・ページ]トラッキング > [ランディング・ページ・パフォーマンス] > [ランディング・ページ・トラフィック: 上位参照
元URL/ランディング・ページ・トラフィック: 上位参照元サイト]

⼿順
1. ⽬的のデータを取得するためのフィルタ・パラメータを設定します(使⽤できる場合)。
2. 「Excelにダウンロード」または「レポートのダウンロード」をクリックします。

ダウンロード・ダイアログがオープンし、ファイル名の候補が表⽰されます。
3. 「名前を付けて保存」を選択し、ファイルをローカルの場所にダウンロードします。
4. 表⽰される指⽰に従い、ファイルのダウンロード先を指定します。
5. ファイルの種類がMicrosoft Excelのカンマ区切り(CSV)ファイルであることを確認します。
6. 「保存」をクリックします。

結果
表結果が、指定した名前でExcel CSVファイルとして指定した場所にダウンロードされます。

次の⼿順
データをExcel形式のレポートでオープンし、表⽰します。

Excelへのカンマ区切りファイルの変換
前提条件

デフォルトでは、レポートはCSV (カンマ区切り)ファイルとしてダウンロードされ、Microsoft Excelでオープンされます。オープンしたファ
イルがカンマ区切りファイルの場合は、次の⼿順で標準形式に変換できます。

この例では、Microsoft Windows 7でMicrosoft Office 2007 ExcelとInternet Explorer 9を使⽤することを前提としています。
オペレーティング・システム、ブラウザ、Excelの組合せが異なる場合は、⼿順が変わる場合があります。

⼿順
1. ローカル・システムで対象ファイルを⾒つけ、Excelでオープンします。
2. 「データ」タブに移動し、「区切り位置」をクリックします。
3. 区切り位置指定ウィザード画⾯の⼿順1で「カンマやタブなどの区切り⽂字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選

択し、「次へ」をクリックします。
4. 区切り位置指定ウィザード画⾯の⼿順2で「カンマ」を選択し、「次へ」をクリックします。
5. 区切り位置指定ウィザード画⾯の⼿順3で「G/標準」を選択し、「次へ」をクリックします。
6. 保存します。

結果
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表結果が標準形式に変換されます。

次の⼿順
データをExcel形式のレポートで表⽰します。

その他の情報: FAQ
ソーシングのFAQモジュールを使⽤すると、トラッキングと分析に 関するさらに詳しい情報を得られます。

ソーシングの「ホーム・ページ」のナビゲーション・バーにあるFAQのリンクをクリックして、「FAQ」セクションにアクセスします。「FAQ」内の「トラッキ
ングおよび分析」セクションをオープンします。ここには、次に関するトピック項⽬が含まれます。

• ジョブに関する通知を受信します。

• 「分析」セクションを使⽤して、ソーシング・システムのすべてのアクティビティを表⽰します。
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7 FAQセクション
FAQセクション

FAQセクション

FAQセクション
管理者、採⽤担当者、従業員、元従業員および 他のユーザーは、クイック・ヘルプ・リファレンスとしてソーシング・アプリケーション内から
「FAQ」セクションを使⽤できます。

FAQ内で提供されるヘルプの内容は、ロールによって異なります。基本的な情報は、「ポータル」ページにアクセスするユーザーに提供されま
す。ログインすると、ログインに使⽤したユーザー・ロールに基づいて、コンテンツが展開されます。

FAQには、「ポータル」ページ、「ホーム・ページ」およびその他のソーシング上部のナビゲーション・バーの「ヘルプ」をクリックしてアクセスできま
す。FAQのトピックに、よくあるユーザーからの質問に対する回答が、次の主なカテゴリに分類されて提供されます。

• ジョブへの応募

• ジョブの共有

• 紹介の⽣成

• トラッキングおよび分析

• ソーシング・アカウント

• お問合せ

特定のFAQについて、⽮印記号をクリックすると、回答が展開されます。展開された表⽰では、FAQへの回答と、関連付けられた任意の例
のイメージが提供されます。
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8 ⽤語集
⽤語集

⽤語集
次は、Oracle Taleo Sourcingの⽤語を簡単に まとめた⽤語集です。

応募者: ジョブに応募する⼈。応募者は次の3タイプに分類されます。

• 元従業員: 過去の従業員。

• 従業員: 現在の従業員。

• ⾮関係: 過去も現在も従業員ではない応募者。

応募開始: 応募を作成すること。ユーザーがソーシングで「応募の開始」をクリックし、応募フローに遷移し、「履歴書のアップロード」モーダ
ル、Taleo Enterprise統合またはその他のeRecruitmentプラットフォームや応募者トラッキング・システムを介して⾏われます。

応募者トラッキング・システム(ATS): 採⽤に関するデータやプロセスを扱うソフトウェア・アプリケーション。

⾃動紹介告知(ARM): ジョブの共有を促進するために、対象者に繰り返し送信されるスケジュール設定された⾃動メッセージ。

候補者: ジョブに関⼼がある⼈またはジョブを探している⼈。ソーシングでは次のタイプに分類されます。

• 元従業員: 過去の従業員。

• 従業員: 現在の従業員。

• ⼀般: 特定のジョブに関連付けられていない、紹介された候補者。

• 登録済: システムにすでに登録されている、紹介された候補者。

キャンペーン: 選択された対象者に繰り返し送信することがスケジュール設定されているメッセージ。

カテゴリ・タイル: 「ホーム・ページ」に表⽰されるタイル。公開されているトップ・ランディング・ページにカテゴリ・ランディング・ページをタイルとして
表⽰することで、カテゴリ・ランティング・ページをPRできます。表⽰されるタイルは、次の条件に基づきます。

1. ユーザーのプリファレンスにそのカテゴリがリストされており、そのカテゴリに募集中のジョブが3つ以上あるものを⽰します。または、
2. システムが残りのタイルを、新規ジョブが最も多い順に公開済みのカテゴリで埋めていきます。

各タイルに含まれる情報は次のとおりです。

• カテゴリ名。

• そのカテゴリに直近に掲載された3つのジョブ。

• そのカテゴリの新規ジョブの数。

• タイルは、関連付けられたランディング・ページへのリンクです。
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CS: Oracle Taleoキャリア・セクション。

⼈材推薦: システムから送信された⼈材推薦のEメールに応じ、特定の候補者の推薦理由に関する情報を提供すること。これに対する返信
は通常、それに関⼼があると設定している採⽤担当者に提供されます。

社外ユーザー: 組織に属さないユーザーまたは組織と関係のないユーザー。従業員や元従業員ではありません。

Facebook Jobs App: ソーシングのジョブ検索アプリケーション。採⽤担当者はこれを管理者権限のあるFacebookページに埋め込み、この
ページへの訪問者を組織のジョブ掲載情報に誘導できます。

ジオコーディング: ⽂字列またはセミフォーマット・テキストで定義され、標準的な地理座標(緯度と経度)に変換された場所。"リバース・ジオ
コーディング"は、緯度と経度による座標を、解読可能な場所の説明に変換したものを指します。

ジオロケーション: 緯度と経度による座標を使⽤した、番地などの実在する場所の識別。ソーシングでは、住所、都市名、都道府県/州名、
国名を使⽤し、これらのフィールドを特定の緯度と経度にコーディングすることで、ジオロケーション検索が実⾏されます。

ジオロケーション検索: ソーシングはジオコーディングを使⽤してジョブの場所やユーザーの位置(⽂字列)を緯度と経度による座標に変換し、
半径検索を実⾏して、ユーザーと、その所在地からユーザーが指定した範囲内にあるジョブとをマッチングします。

急募ジョブ: 採⽤担当者と管理者またはそのいずれかが"急募"として指定したジョブ。これらのジョブは、すべてのジョブの検索およびキャンペー
ンで最初に表⽰されます。管理者と採⽤担当者は、「ジョブ検索」ページと「ジョブの詳細」ページから「急募ジョブ」タグのオンとオフを切り替え
ることができます。

内部ユーザー: 組織と関係のあるユーザー、従業員または元従業員。

求⼈のお知らせ: タレント・コミュニティにサインアップしたユーザーに送信されるEメール。各ユーザーの所在地や関⼼分野に基づく関連ジョブが
含まれます。

ジョブ応募開始: 上の「応募開始」を参照してください。

ジョブの場所: ジョブが⾏われる地理的な位置。ジョブには複数の場所が指定される場合があります。

ジョブの場所の翻訳: ジョブが⾏われる場所のロケール(国)に対してサポートされている⾔語に対する翻訳。

ジョブ共有: ユーザーが、Eメールまたはソーシャル・チャネルを介し、コピーアンドペーストされた紹介リンクまたはURLを使⽤して1⼈以上の友
⼈にジョブを薦めること。

ジョブ・サイト: 候補者が組織のジョブを検索し、ジョブに応募するためのサイトとしてソーシングを使⽤すること。ジョブ・サイトは、外部の候補
者⽤、内部の従業員の候補者⽤またはその両⽅⽤にすることができます。

ジョブ表⽰: 個々のジョブへのユーザの閲覧。従業員、紹介、またはその他のロール別に分けて表⽰されます。

ランディング・ページ: ジョブ・カテゴリまたは場所、あるいはその両⽅に基づいて、組織の掲載されたジョブを表⽰するためのページ。ユーザーに
はこのページのURLをEメールまたはソーシャル・チャネル経由で提供できます。

⾔語ロケール: 標準⾔語またはソーシングにより翻訳されている⾔語が使⽤されている国。たとえば、⽶国の場合は⾔語は英語であり、
カナダの場合はカナダ英語およびカナダ・フランス語があります。サポートされている⾔語とロケールの詳細は、『Oracle Taleo Sourcing
Configuration Guide』を参照してください。
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新規ジョブ: ジョブのアップロード後、新規扱いされる期間の⽇数に基づき、システムによってタグ付けされているジョブ。管理者は、この⽇数の
範囲を「ジョブ」構成で設定します。

PlaceFinder: ソフトウェア・アプリケーションに場所を認識させるためのジオコーディング技術。場所の形式(番地や場所名など)を地理座標や
住所の要素に変換することで⾏います。

採⽤担当者サイト: 組織の採⽤担当者が、メッセージ、キャンペーンおよびソーシャル・チャネルを介して、募集中のジョブを宣伝および共有す
るサイトとしてソーシングを使⽤すること。

紹介: 紹介者が紹介リンクを送り、関連付けられた候補者があるジョブに対して履歴書を提出すること。または、紹介者が候補者の連絡先
情報を⼊⼒し、履歴書をアップロードすることによる、⼀般的な候補者の紹介。

オンデマンド紹介(ROD): 特定のジョブ共有する対象者への、あるいは、ソーシャル・チャネルへの1回のみのメッセージ送信。

紹介サイト: 従業員、元従業員およびその他のユーザーが、候補者に、⼀般情報または特定のジョブを紹介するためのサイトとしてソーシング
を使⽤すること。

紹介者: 候補者を紹介する⼈。ソーシングにログインしているユーザーは、⾃分の個⼈⽤紹介リンクをユーザー設定で表⽰およびコピーし、そ
れらのリンクをEメールまたはソーシャル・チャネルを介して候補者に共有できます。紹介者はいくつかのタイプに分類されます。

• 元従業員: 過去の従業員。

• 従業員: 現在の従業員。

• 元の紹介者: 候補者の最初の紹介者(紹介者が複数いる場合)。

• 優先紹介者: 「ユーザー」構成の設定により、優先紹介者パラメータを応募者トラッキング・システムのURLに渡すことができます。

• 上位紹介者: 「ホーム」ページと「ジョブ検索」ページの右側にある、候補者の紹介数が最も多いユーザーについての情報を⽰すブ
ロック。「ユーザー」構成の設定により、管理者は、信頼できる紹介者以外のユーザーにも上位紹介者の情報を表⽰できるようにす
るかどうかを規制できます。上位紹介者は、ジョブ共有数、ジョブ共有から⽣じたクリック数、ジョブ共有から⽣じた応募開始数といっ
た条件に基づき、システムによってスコア付けされます。各条件は、プリファレンスに従って加重されます。上位紹介となるには、ユー
ザーは、構成可能な最低限の合格スコアを満たす必要があります。

• 信頼できる紹介者: 「ユーザー」構成の設定により、管理者は、信頼できる紹介者と⾒なされるユーザー・ロールの関係IDを⼊⼒で
きます。構成内容に基づき信頼できる紹介者は、ログインして、部分的に、候補者の紹介、対象ジョブへの候補者の推薦、候補
者の履歴書のアップロードおよび新規ジョブや急募ジョブのフラグの確認を⾏うことかできます。

• ⾮関係紹介者: 従業員でも元従業員でもない紹介者。

ソーシャル・チャネル: ソーシングとの統合が可能なソーシャル・ネットワーキングのサイト(Facebook、LinkedIn、Twitter、Weiboなど)。

ソーシャル・ジョブ配信(SJD): 接続されているFacebookファン・ページ、TwitterハンドルおよびLinkedInページにジョブを投稿するキャンペー
ン。

Solr検索: ファセットを使⽤した検索、データベース統合、ジオロケーション検索の実⾏に便利な地理空間検索などの機能を備えた、Webサ
イト向けの検索エンジン・プラットフォーム。

マークしたジョブ: 採⽤担当者または管理者(あるいはその両⽅)が、ユーザーがジョブを共有したとき、またはそのジョブに応募したときに通知
を受信するように選択したジョブ。ジョブのマークは、「ジョブ検索」ページで⼿動で⾏えます。アカウントからキャンペーンを送信すると、ソーシン
グでは、そのメッセージに対して選択されたジョブに⾃動的にマークが付きます。「ジョブ検索」ページでは、フィルタ処理を実⾏して、マークが付
いたジョブのみを表⽰することもできます。
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タレント・コミュニティ(TC): 場所と関⼼分野に基づいた、求⼈のお知らせの⾃動通知およびタレント・コミュニティへのダイレクト・メッセージを
受信するように登録したユーザーのグループ。

TBE: Oracle Taleo Business Edition製品。

TE: Oracle Taleo Enterprise製品ライン(Recruiting、Legacy Onboarding、Onboarding Transitions、Scheduling
Center、Career Section、Performance Managementおよび関連するプラットフォームとアプリケーション)。

ソーシング: Oracle Taleo Sourcing製品。

固有の紹介リンク: ソーシング・サイトのURL(⻑い形式または短い形式)。このURLを候補者に提供することで、組織のジョブに候補者がアク
セスできるようになります。URLを提供したユーザーは、候補者がジョブに応募すると⾃動的に紹介者として設定されます。

ホワイトリスト・パーサー: 世界各地の場所の名前が含まれる、ジオコーディング処理で使⽤されるSolr技術の⼀部。Oracle eLocation
APIを使⽤してジョブの場所を正しくジオコーディングするため、場所の⽂字列が、国、都道府県/州、都市、住所の値に解析される必要があ
ります。解析された値はAPIに送られ、座標がソーシングに返されます。
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