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追加/強化機能｜New features and enhancements
1.

【新 WCD インターフェース】検索結果詳細の著者名、要約、フォーマット、利用可否の表示順を変更
Improvements to the search results tile layout to conserve whitespace

2.

【新 WCD インターフェース】ベストアクセス機能が OpenURL リゾルバでなく電子資料へのプライマリーリンク
を優先表示するように
Best access options electronic fulfillment updated to favor primary e-links over outgoing OpenURL

3.

【新 WCD インターフェース】「アクセスオプション」ラベルで表示する日本語テキストを編集
Customization for Access Options display text

4.

【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:)フィールドにも
検索語との関連性のインジケーター（ハイライト）が適用
Indicators of search relevance (highlight) added to "Includes" + "Issued with" fields in item details page

5.

【新 WCD インターフェース】著者名の表示が 3 行を超える場合、検索と関連性のある著者名の前後 3 行のみ
表示
Indicators of search relevance (highlight) multiple author experience improved

6.

【新 WCD インターフェース】要約（Summary）フィールド中の検索と関連性のある語の前後 3 行のみ表示
Indicators of search relevance (highlight) Summary field truncated at three lines

7.

【新 WCD インターフェース】資料単位で OPAC 情報を都度取得可能に
Availability on demand now available in the modernized WorldCat Discovery interface

8.

【新 WCD インターフェース】リコールボタンを表示
Recall integration available in the modernized WorldCat Discovery interface

9.

【新 WCD インターフェース】リアルタイム OPAC 連携オプションをご契約でないお客様は自館 OPAC へのリンク
を表示
Deep links for WorldCat Discovery users without availability

10. 【新 WCD インターフェース】文献管理ツール Zotero 及び Mendeley*1 に対応
Zotero and Mendeley citation support implemented
*1 別途 Zotero 及び Mendeley のインスト―ルもしくはご契約が必要です。
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11. 【新 WCD インターフェース】「リンクの問題を報告」（Report Link）のラベルを「リンク切れを報告」（Report a
Broken Link）に修正
Improved labeling of Report a Broken Link functionality
12. 【新 WCD インターフェース】簡易検索結果表示で複数の版がある場合、出版年に特殊記号（?等）を含む資
料は一番古い資料とみなすよう変更
Local editions on brief results consider years with special characters as oldest
13. 【新 WCD インターフェース】DOI による検索を行ったもしくは被リンク（incoming link）が DOI を含んでいた場
合、A to Z リストページでも DOI を表示
DOI will now display on A to Z page for incoming link resolver citations and searches
14. 【新 WCD インターフェース】DVD とフィルムのアイコンをアップデート
DVD and Film icons updated
15. 【新 WCD インターフェース】Talis*2 のリーディングリスト機能を使用可能
Talis reading lists implemented in the modernized WorldCat Discovery interface
*2 別途 Talis 社とのご契約が必要です。
16. 【新 WCD インターフェース】COinS (Context Objects in Spans)を検索結果に追加して Talis Aspire*3 のリ
ーディングリスト追加の為のブックマークレットに対応
COinS added to support Talis Aspire Reading Lists bookmarklet
*3 別途 Talis Aspire のご契約が必要です。
17. 【新 WCD インターフェース】アイコンのサイズを拡大
Revisit icon size
18. 【新 WCD インターフェース】検索結果ページのチェックボックス、ラジオボタン、トグルの表示を変更
Design changes to Checkbox/Radio/Toggle states
19. 【新 WCD インターフェース】検索アイコンが検索ボックスの右端に移動
Search icon moved to the opposite side of the search bar
20. リモートデータベースユーザー限定*4：【新 WCD インターフェース】別途 ProQuest をご契約頂いている場合、
再度検索を行わなくても WCD から直接該当の ProQuest データベースにおける検索結果へ移動
Improved experience for recommended ProQuest remote databases
*4 オプションでリモートデータベース契約が必要です。
21. リモートデータベースユーザー限定*5：【新 WCD インターフェース】リモートデータベースにおける検索結果も
マッチ件数にカウント
Numbers formatted on remote database recommendation counts
*5 オプションでリモートデータベース契約が必要です。
22. 【新 WCD インターフェース】選択可能インターフェース言語にアラビア語が追加
Arabic user interface

不具合の修正｜Bug Fixes
1.

「検索を保存」とマイアカウントにおける検索でデータベース名を表示
Database display on Save Search Modal and User Portal

2.

選択したブラウザ言語を正しく反映
Browser language honored in the modernized WorldCat Discovery interface

3.

「図書館員とのチャット」ウィンドウを拡大
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Chat with the librarian window enlarged
4.

「図書館員とのチャット」ボタンに「図書館員とのチャット」の文言を表示
Chat with Librarian will now display as default text if custom chat text is not configured

5.

グループ目録（Group Catalog）におけるスコーピングを改善
Group Catalog library scoping accessibility improved

6.

グループ目録（Group Catalog）において各図書館にスコーピングするボタンをチェックボックスからラジオボタ
ンに変更
Group Catalog Library scoping selection changes

7.

検索結果詳細で選択できない機能があるセクションを非表示
Item detail tabbing issue resolved

8.

フッターにおける選択された言語が現状を正しく反映
Footer language is updated
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