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WorldCat Discovery リリースノート 抜粋 

リリース日：2021/4/14（日本標準時） 

オリジナル（英文） 

https://help.oclc.org/Discovery_and_Reference/WorldCat_Discovery/Release_notes/2021_release_notes/085WorldC

at_Discovery_release_notes_April_2021 

追加/強化機能｜New features and enhancements 

1. LibKey (BrowZine)ユーザー限定*1【新 WCD インターフェース】BrowZine インターフェースでジャーナル

を閲覧可能 

Integrate with LibKey Discovery from the modernized WorldCat Discovery interface to explore articles within 

journals (BrowZine) 

*1 別途 LibKey (BrowZine)のご契約が必要です。 

2. 【新 WCD インターフェース】非ラテン文字で作成された書誌のタイトル、内容注記フィールド等に翻字さ

れた情報（ヘボン、ピンイン等）があれば表示 

Transliteration is now available in the WorldCat Discovery modernized interface 

3. 【新 WCD インターフェース】デフォルトの表紙画像がアップデート 

Improved default cover art display 

4. 【新 WCD インターフェース】LHR のフィールド 852 サブフィールド$z (Public note)を特定の個別資料毎に

表示 

Display LHR 852 $z notes with each specific item 

5. 【新 WCD インターフェース】「収録タイトル:」(Includes:)と「共に収録のタイトル:」(Issued With:) *2 を

資料詳細画面に表示 

Metadata fields for Includes and Issued With are now available in the modernized interface 

*2 2021 年 4 月現在、インターフェース上での訳語は「収録タイトル:」は「含む：」、「共に収録のタイトル:」

は「刊行済：」になっていますが、5 月のリリースで修正される予定です。 

6. 【新 WCD インターフェース】著者名の表示に生没年が追加 

Additional information is now included in author fields 

7. 【新 WCD インターフェース】利用可否の情報を巻号から利用可能数と所蔵場所に変更 

Updated availability summary description better describes holdings 
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8. 【新 WCD インターフェース】資料の入手方法が無い場合の表示メッセージ「詳細については、<貴館名>に

お問い合わせください。(Contact <貴館名> for more information)」を廃止 

When no fulfillment options are available, WorldCat Discovery will no longer display a message to contact the 

library 

9. 【新 WCD インターフェース】サインインオプションの内容を貴館の契約に基づいて変更 

Sign-in options now display based on subscription type 

 

報告を受けている不具合｜Known issue 

1. 第三者機関のフルテキスト OpenURL へのリンク（ProQuest 360 Link、Ex Libris SFX、EBSCO Full Text 

Finder 等）を一時的*3 に簡易検索結果等に表示 

Third party full-text OpenURL resolvers will display on brief results when configured 

*3 5 月のリリースで検索結果詳細の「他の利用可否および所蔵情報」に移動予定 

 

不具合の修正｜Bug Fixes 

1. WorldCat Discovery から世界の他の図書館が所蔵するレコードをメールすると内容がおかしくなる不具合

を修正 

Records emailed from WorldCat Discovery for items held by libraries worldwide will display correct formatting 

2. リモートデータベース*4 の利用が 5 月分から OCLC Usage Statistics に含まれるように 

Usage Statistics for remote databases will now display 

*4 オプションでリモートデータベース契約が必要です。 

3. Service Configuration での「その他情報(More information)」中のリンクの表示のオン/オフを正しく反映 

When disabled, “More information” links will not display in the modernized WorldCat Discovery interface 

4. 検索結果画面のスクロールの遅れを改善 

Improvements made to search results scrolling performance 

5. 「検索範囲を世界の図書館に広げますか?」プロンプトにおけるリンクの文字を館で設定した色から黒に変

更 

Link color changed for Expand your search to Libraries Worldwide 

6. アクセスオプションボタン内に表示可能な文字数が増加 

Fulfillment/e-link buttons will no longer be truncated 

7. 「オンラインでアクセス」欄の文字の色が薄くて読みにくい問題を解消 

Access Online database information text has been improved 

8. リモートデータベースからの検索結果を一度非表示にすれば再度選択されるまで非表示に 

Remote database experience will remain closed after user action 

9. リモートアクセスログインが正しくリンク 
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Custom link for remote access login will be resolved 

10. レベル１フルフィルメントボタンの重複表示を解消 

Level 1 fulfillment button no longer duplicated 
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