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PORTERS HR-BusinessCloud の一部仕様変更 

 

 

1. JOBもしくはレジュメ一覧画面で各タイトルの下に表示される選考プロセス情報は 

アクティブな情報のみを表示し、画面を見やすくします。 

 

【変更前】 

 

 

 JOB もしくはレジュメのタイトルの下に選考プロセスの選択肢が全て表示される 

 アクティブな選考プロセスが存在する場合、該当データの選択肢が濃いグレー文字で表示され、 

選択肢右側に件数が表示される 

 アクティブな選考プロセスが存在しない場合、選択肢は薄いグレー文字で表示される 

 各選択肢の間は「 ＞＞」を区切り文字として表示する 
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【変更後】 

 アクティブな選考プロセスが存在する場合 

 

 

 該当する選択肢と件数のみが濃いグレー文字で表示される 

 各選択肢の間に区切り文字は表示されない 

 

 

 アクティブな選考プロセスが存在しない場合 

 

 

 選択肢自体が表示されない 
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2. 選考プロセスのオリジナル検索で初期設定される条件を変更することで 

アクティブなデータのみを確認できるようになり、より使いやすくなります。 

 

【変更前】 

 全データを表示する「すべての選考プロセス」と、選考プロセスの所有者がユーザー自身になっているデータを 

表示する「私の選考プロセス」がオリジナル検索条件として初期設定される 

 

【変更後】 

           

 

 新規追加されたユーザーは、オリジナル検索の初期設定内容が変わります。 

 「すべての選考プロセス」と「私の選考プロセス」は設定されない 

 終了フラグを含まないアクティブなデータを全て表示する「すべての進行中選考プロセス」と、 

終了フラグを含まないアクティブなデータで、かつ選考プロセスの所有者がユーザー自身になっているデータを 

表示する「私の進行中選考プロセス」がオリジナル検索条件として初期設定される 

 

 既存ユーザーは、オリジナル検索の最上位に条件が追加されます。 

 既存の「すべての選考プロセス」と「私の選考プロセス」はそのまま残る 

 「すべての進行中選考プロセス」と「私の進行中選考プロセス」がオリジナル検索の最上位に追加される 

             

 

 本変更に伴い、選考プロセスの「終了フラグ」はカスタマイズで「検索に使用する」のチェックが 

外せないようになります。 
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Specification change of PORTERS HRBC 

 

1. The “Process” information under the title of “Job” or “Resume”  

displays only active information and therefore it comes to see easily. 

 

[ PRESENT ] 

 

 

 All the selections of “Process” are displayed under the title of “Job” or “Resume”. 

 When an active “Process” exists, the selections of relevant data are displayed by the dark gray 

character. The number of data is shown to the right side of choices. 

 When an active “Process” doesn't exist, the selections are displayed by the light gray character. 

 Mark, “>>” is put between each selections. 
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[ AFTER ] 

 When an active “Process” exists 

 

 

 Only the relevant selections and number are displayed by the dark gray character. 

 Mark, “>>” doesn’t appear between each selections. 

 

 

 When an active “Process” doesn't exist 

 

 

 Selection itself is not displayed. 
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3. By changing the original conditions of “Saved Search” under the “Process” 

which is set as initial, only active data can be checked and it becomes  

easier to use. 

 

[ PRESENT ] 

 “All Processes” which displays all the data and “My Processes” which displays the data owned by 

the user himself are initially set as original search condition. 

 

[ AFTER ] 

 

 

 The initial contents of “Saved Search” for the new users are changed. 

 “All Processes” and “My Processes” are deleted. 

 Instead, two processes below are initially set as original search condition. 

1) “All Ongoing Processes” display all the active data except end flag. 

 2) “My Ongoing Processes” display active data which the user himself is the owner of “Process” 

excluding end flag data. 

 

 Condition is added to the top of “Saved Search” for the existing users. 

 Existing “All Processes” and “My Processes” remain as it is. 

 “All Ongoing Processes”” and “My Ongoing Processes” are added to the top of “Saved Search”. 

 

 Due to this change, it comes not to remove the check on “Use Search” of “End Flag” under “Process”. 


