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LibreOffice 4.1 の新機能紹介

LibreOffice 4.1.1 が 8 月下旬にリリースされています。ここで４．１版で追加・更新された幾つかの注目の新機能をご

紹介します。

　　　Calc

使いやすさの向上

Calc をより使いやすくするための工夫が取り

入れられます。

• 線と散布図のグラフの線種にステップ

（階段状チャート）が追加されました。

• 選択したセルの個数がカウントされるように

なりました

(ステータスバーの右側を右クリックすると、

表示メニューが現れます。「選択した個数

（G)」を指定すると表示がかわります)

新たに追加された関数群

ODF OpenFormula で定義されている新しい関数が利用できるようになりました。

NUMBERVALUE 指定の条件にあったセルの値を平均します

SKEWP 複数の範囲において複数の条件を満たすセルの値の平均値
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図 2: 複数ページフィールド選択

1. 図: グラフィックウィザード



Excel 2013 で定義されている関数を ODF OpenFormula 互換にするようインポート／エクスポートできるようになりまし

た。 

ACOT, ACOTH, ARABIC, BASE, BINOM.DIST.RANGE (B) [BINOM.DIST.RANGE], BITAND, BITLSHIFT, 

BITOR, BITRSHIFT, BITXOR, COMBINA, COT, COTH, CSC, CSCH, DAYS, DECIMAL, FORMULATEXT 

(FORMULA) [FORMULA], GAMMA, GAUSS, IFNA, IMCOSH, IMCOT, IMCSC, IMCSCH, IMSEC, IMSECH,

IMSINH, IMTAN, ISFORMULA, MUNIT, NUMBERVALUE, PDURATION (DURATION) [PDURATION], 

PERMUTATIONA, PHI, RRI, SEC, SECH, SHEET, SHEETS, SKEW.P (SKEWP) [SKEWP], UNICHAR, 

UNICODE, XOR 

　　　Impress・Draw

使いやすさの向上

• "フォトアルバム"機能を使って一連の写真か

らスライドショーを簡単に作成できるようにな

りました。 

(メニューから「挿入」－「画像」－「フォトア

ルバム」)

• 標準で搭載されている Presenter Console を無効にするオプションを追加し、OpenLP  との統合がよりスムー

ズになりました。 

                                                                                      2/8

http://ja.libreoffice.org

 図 4: OpenLP を使用

図 3: フォトアルバムのダイアログ

http://openlp.org/


　　　Writer

画像表示の機能強化

　Writer ドキュメントに埋め込まれた画像を、90 度ずつ簡単に回転できるようになりました。

　　（ツールバーから「書式」－「回転」及び、画像を右クリックして「画像の回転」を選択、左右 90°回転させます） 

表現力の拡大

枠の背景にグラデーションを設定可能になり

ました。 

（メニューから「挿入」－「枠」から、

または枠を右クリックして、コンテキストメ

ニューから「枠」を指定して、背景を選択で

きます）
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図 5: ツールバー及び、コンテキストメニューから回転

図 6: 枠の背景に設定されたグラデーション 



コメント機能の強化操作

・ルーラーにあるボタンでコメント表示部（コメントバー）のオンオフを簡単にできるようになりました。 

（コメントボタンは、コメントが無い場合は、表示されません。また、「コメント」の表示が薄い為、カーソルを当てると見やすくなり

ます）

・脚注及びフッターコメントがより使い易くなりました。

・複数の段落を跨いだテキスト範囲にコメントを追加することができるようになりました。 

日本語 IME の変換が容易に

Windows において、モダンな日本語 IME の予測変換候補がより見やすい場所に表示されるようになりました。

フィルタ機能の互換性向上

DOC形式、DOCX形式、RTF形式のフィルタにおいて、画像を使用した番号リストのインポートおよびエクスポートが

可能になりました。 
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図 7: ルーラーのコメントボタン

図 8: MSIME2012 の予測変換表示



           Base

クエリー操作の設定簡易化

・クエリーの結果の最大個数を '個数の上限 (Limit)' コンボボックスで指定できるようになりました。

　 （問い合わせ ▸ デザインビュー ▸ デザインツールバー)

・クエリデザインビューに、個数の上限と重複値の除去を追加した、新しいクエリープロパティが用意されました。

　 （クエリー ▸ デザインビュー ▸ 編集 ▸ クエリーのプロパティ)

・クエリープロパティダイアログがクエリーデザインツールバーから開ける用になりました。 

　 （クエリー ▸ デザインビュー ▸ デザインツールバー)

　　　全般

フォント埋め込み機能

・ドキュメントにフォントを埋め込むことが可能となりました。（フォントがなく、レイアウトが崩れてしまうことなど、防げぐこ

とができます）　（Writer、Calc、Impress、Draw）

・  （ファイル ▸  プロパティ ▸ フォント)

グラフ機能の拡大

・グラフ単体を odc (ODF chart ファイル) ファイルにエクスポートできるようになりました。

　（グラフを編集モードにしたまま、メニューから「ファイル」－「名前を付けて保存」でセーブできます。）
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図 9: odc ファイルの出力



・ Calc に odc ファイルを挿入できるようになりました。 

・グラフをベクターグラフィックス (SVG や PDF など) としても保存できるようになりました。 

フィルタ機能の拡張

・SVG ファイルをエクスポートする際に、ハイパーリンクが含まれる様になりました。 

・複数のメディアタイプのファイルが利用可能となりました。

・いくつもの改良により、マイクロソフト OOXML形式のインポートおよびエクスポートが、Microsoft Office バイナリ

形式および RTF形式と同等に改善されました。 

• OOXML Filters→ OOXML, DOCX, XLSX, PPTX, VML 

• Microsoft Office binary file filters→ DOC, XLS, PPT 

• RTF Filters→ RTF 

ヘルプ機能の改善

　ローカルヘルプに掲載されている Basic コードのサンプルは構文がハイライトされるようになりました。 

検索バーの改善

検索機能がより使いやすくなりました。

• 検索機能のショートカットCtrl+Fの挙動はトグル式に変更されました。 

• 検索バーに「検索を終了」ボタンが追加されました。 

• 「大文字と小文字を区別する」オプションが検索バーに追加されました。 
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Windows Media Audio WMA

Windows Media Video WMV

Advanced Audio Coding AAC

Flash Video FLV

Multiplexed OGG Video OGX

RMI MIDI Audio RMI

SND (SouND) Audio SND

http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=rtf
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=ppt+
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=xls+
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=doc+
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=vml
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=pptx
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=xlsx
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=docx
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/log/?qt=grep&q=ooxml


最近使用したドキュメント

ドキュメント履歴が使いやすくなりました。

• 最近使用したドキュメントの一覧がクリアできるようになりました。

• 「開く」ボタン隣のドロップダウンメニューから最近使用したドキュメントに直接アクセス可能になりました。 

• 一覧表示画面が改善されました。

ダイアログサイズの改善

一連のダイアログのサイズが改善され、見やすさが向上しました。

サイドバーが利用可能に

実験的な機能: サイドバー (Apache OpenOffice/IBM Symphony)が追加されました。レイアウトサイズも変更可能

です。 

　（メニューから「ツール」－「オプション」－Libreoffice(詳細)で、試験的機能であるサイドバーを有効にするをチェッ

クします。再起動後に有効となります。

　サイドバーは、上部のプロパティから分離を選択することで、左側に移動することも可能となります）
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10. 図: 画像の圧縮ダイアログ



ギャラリーイメージが刷新されました

ギャラリーのイメージとして、IBM Symphonyのものが取り入れられ多くのきれいなイメージが利用可能となりまし

た。

　　　注意点

LibreOffice ４．1 を使用するにあたって以下の点に注意してください。

UNO API の変更

UNO APIサービスやインターフェースが、変更、削除されています。

  詳細は、サイトに掲載しておりますので、参照願います。

                    http://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.1

　　　LibreOffice Japanese Team について

LibreOffice Japanese Team の情報は以下の方法で発信しています。

Twitter

アカウントは @LibreOffice_Ja です。

FaceBook

http://ja-jp.facebook.com/LibreOfficeJa

メーリングリスト

http://ja.libreoffice.org/get-help/mailling-lists/　こちらから、辿って下さい。

　　　アナウンス＆リリース：　announce@ja.libreoffice.org

　　　ユーザサポート：　　　users@ja.libreoffice.org

　　　プロジェクトの議論：　discuss@ja.libreoffice.org
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