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目次
はじめに ............................................................................................................................................................. 2
ハイライト…………………..…………………………………………………………………..……………………………................................2
推奨される作業…………………………………………………………….………..……………………………………………………………… 2
エラーレポートRequestID付与のお願い……………………………..………….…..……………………………................................2

追加/強化機能 ................................................................................................................................................... 3
個人リストとマイ資料を効率的に共有 .............................................................................................................................. 3
検索結果上部に検索範囲を表示 ........................................................................................................................................... 5
ILL目的の検索には、「所蔵館数」の表示順が便利です。 ........................................................................................... 5
検索結果により多くのメタデータを表示 ......................................................................................................................... 6

不具合の修正

................................................................................................................................................... 7

入力サジェスト機能を改善 .................................................................................................................................................... 7

新規コンテンツ

............................................................................................................................................... 8
1
紀伊國屋書店 OCLC センター

はじめに
当リリースノートは、2017年7月27日（日本標準時）に発行された、WorldCat Discoveryバージョンアップに
関するご案内です。
ハイライト
個人リストと資料を、請求記号と利用者注記とともに効率的に共有できるようになりました。加えて、検索
結果に表示される資料のメタデータが増え、資料の概要をより把握しやすく、資料同士をより関連付け易く
なりました。
図書館スタッフは、所蔵館数の多い資料順に検索結果をソートすることができます。
推奨される作業
図書館スタッフによるInterlibrary Loanリクエスト作成用にWorldCat Discoveryを利用されている場合、デフォ
ルトの表示順を
「所蔵館数」に設定するようお勧めします。所蔵館数に設定しておけば、WorldShare Interlibrary
LoanやFirstSearchでの検索のように、一番多い所蔵を素早く見つけられます。詳細は、こちらをご覧くださ
い。
エラーレポートRequest ID付記のお願い
WorldCat Discovery の不具合をご連絡頂くにあたっては、その内容と合わせて Request ID をお知らせ頂きま
すようお願い致します。Request ID とは、不具合が発生した WorldCat Discovery 画面の最下部に表示される
文字列です。OCLC の技術者は、この情報を使ってレポートを受けた各不具合の内容を直接追跡することが
可能となります。
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追加/強化機能
個人リストとマイ資料を効率的に共有
個人リストとマイ資料に請求記号を追加
WorldCat Discoveryのリストでは、ひとつの資料に複数の請求記号が表示されます。配架場所の情報を最新
のものに保つ為、リストが閲覧される度に請求記号はアップデートされます。
画面例
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個人リストを教員、学生、職員で共有
リストの引用に加えて、個人リスト全体を、メールで共有できるようになりました。
画面例

メールの件名には利用者の機関のWorldCat Discovery URLが表示され、本文には、各資料とそのメタデー
タ、利用者注記、請求記号が記載されます。
画面例
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検索結果上部に検索範囲を表示
検索結果の上部に、資料の検索範囲が付記されるようになりました。画面左側の「検索範囲」ファセットだ
けでなく、画面右側の検索結果上部でも、検索結果の設定が確認できます。
画面例

ILL目的の検索には、「所蔵館数」の表示順が便利です。
今年はじめ、WorldCat Discoveryは版・フォーマットをグループ化するアルゴリズムを改善しました。この
変更により、一つの資料に対して複数の版が存在する場合、より新しく、自館所蔵があるアイテムを、より
確実に検索結果に表示できるようになりました。これは実際の利用者の検索行為に適ったものであり、また
OCLCが今年５月に行った利便性の調査によっても有意義であることが裏付けられました。
学生は最新の版が検索結果に表示されることを期待する一方、Interlibrary Loanのリクエストを行う図書館
スタッフは、どの図書館が該当の資料を所蔵しているか、知る必要があります。新しい「所蔵館数」表示オ
プションは、版・フォーマットをグループ化せず、レコードに付されたOCLCシンボルの数（所蔵館数）の
順番に検索結果を提示します。表示順「所蔵館数」で検索すれば、レコードのグループ化が解除されますの
で、このための設定変更は必要ありません。
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検索結果により多くのメタデータを表示
検索結果の詳細画面で、以下のフィールドが新しく表示されるようになりました。
Description label

MARC Field

New MARC

Benefit

Subfields
Added entry

700, 710, 711

relationship

$i (required), $t*,

User may see the relationship between

$x***

the work, the link, and the link’s entries.

$i, $t*, $x***

User may see how the item relates to

information
Uniform Title with

730

another work – e.g. a supplement or

Added Entry

adaptation.
Additional physical

776

form entry

$a, $i, $s, $t*,

User may see information about the

$w**, $x***, $z****

other available physical forms of the
target item in a horizontal relationship.

Issued with

777

$a, $i, $t*, $w**,

User may see information about a

$x***

publication which was separately
cataloged, but which was issued with or
included with the item in a horizontal
relationship.

Improved linking in

780 and 785

$t*, $x***

Improved linking will help users

Preceding and

navigate to Preceding and Succeeding

Succeeding entries

entries on the detailed record.

* All $t links will now search the title phrase index with “ti=”.
** Only $w with (OCoLC) will be linked and will search the OCLC index with "no:". All others will not be
linked.
*** All $x links will now search the ISSN index with “in:”.
**** All $z links will now search the ISBN index with “bn:”.
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不具合の修正
入力サジェスト機能を改善
今月、メンバー館において入力サジェスト機能の障害が発生しました。我々はこの問題を解決すべく、7/27
に一時的にこの機能を停止する予定です。加えて、10月に予定されているリリースでは、以下の機能追加
が予定されています。


クエリ全体の文脈から、修正された単語を表示



利用者の場所情報を反映したスペルをサジェスト



入力サジェストの対象に、名前を追加



OCLC番号や「jail」等の索引用語を、入力サジェスト機能から除外。



入力サジェスト機能において、全ての利用者の句読法と大文字/小文字の使い分けを保存

より正確で利便性の高い入力サジェスト機能をお届けいたしますので、次回の改善までお待ち頂ければ幸い
です。
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新規追加コンテンツ
前回のリリースノート以降、OCLCのCentral Indexに搭載され、検索対象として設定可能となったコンテン
ツは以下のとおりです。

WorldCat Discovery, WorldCat Local, WorldCat.orgで検索対象となるコン
テンツ
プロバイダー：Emerald Group Publishing Limited


Emerald Business, Management and Economics eBook Series Collection



Emerald eCase Collection



Emerald eCase Collection (US)



Emerald Social Sciences eBook Series Collection

プロバイダー：Publishing Technology


Ingenta Connect

プロバイダー：Brill


Lexikon des gesamten Buchwesens Online

図書館は自館で契約しているデータベース等を、管理者サイト「OCLC Service Configuration」から随時
WorldCat Discovery Servicesの検索対象コンテンツとして設定することが出来ます。
現在検索対象として設定可能なすべての電子コンテンツは、こちらのExcelリスト（331KB）にてご確認頂
けます。
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