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はじめに
本書は、LibreOffice と Microsoft Office の違いについて解説したチュートリアルです。
これまで Windows を使っていたユーザが、新しく Linux を初めるにあたり、これまで使い慣れたアプ
リケーションが変わることに対する不安を取り除き、安心して移行できるようにサポートします。
詳しい内容は「SOFTWARE USER'S GUIDE　Linux 引越ガイド」（約 190 ページ）に記載してい
ますので、ぜひご覧ください。
「 SOFTWARE  USER'S  GUIDE 　 Linux  引 越 ガ イ ド 」 は 、 弊 社 ホ ー ム ペ ー ジ 
http://www.interface.co.jp　の［サポート］→［ダウンロードサービス］→［Linux］→［1. Linux 引
越ガイド］から無償でダウンロードが出来ます。（ダウンロードには ID 登録が必要です）

http://www.interface.co.jp/
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1. LibreOfficeとは？

LibreOffice は、日常業務で利用する表計算やワープロ、プレゼンテーションやデータベースといった
ソフトウェアをひとつにまとめた統合オフィスソフトウェアです。
フリーソフトウェアなので、自由にダウンロードして無料で使用することができます。
Interface Linux system に標準でインストールしています。

1-1. LibreOffice の歴史

オープンソースの統合ソフトウェアといえば、かつてはOpenOffice.org（オープンオフィスドットオ
ルグ）でしたが、開発元であったサン･マイクロシステム社はオラクル社に買収されてしまいました。
そのため、OpenOffice.org プロジェクトの主要メンバーは、独自にOpenOffice の次期バージョン 3.3
の開発を進めました。
その際、オラクル社にも参加の呼びかけを行い、暫定的に LibreOffice 名で開発が行われたことから、 
LibreOffice は OpenOffice.org のバージョン番号を引き継いでいます。
しかし、残念ながらオラクル社からのブランドの寄贈が実現しなかったため、正式に LibreOffice とし
て現在に至っています。
このような背景から、LibreOffice は、OpenOffice.org の機能を受け継いだ事実上の後継ソフトといえ
ます。

1-2. LibreOffice と Microsoft Office の対応関係

機能 LibreOffice Microsoft Office 用途

表計算 Calc（カルク） Excel 表、グラフ

ワープロ Writer（ライター） Word 印刷文書

プレゼンテーション Impress（インプレス） PowerPoint プレゼン資料

データベース Base（ベース） Access データベース

図形描画 Draw（ドロー） Publisher イラスト

数式 Math（マス） 数式エディタ
（※別途組み込みが必要）

文書への数式埋込み
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1-3. LibreOffice と Microsoft Office との互換性

一部キー操作が違うなどの非互換部分はあるものの、LibreOffice では Microsoft Office97-2003 形式、
および Microsoft Office 2007/2010 形式の読込み、保存が可能であり、操作性も含めて高い互換性を示
しています。さらにバージョンアップの度に互換性が高められているので、Microsoft Office からの移
行はスムーズに行えると思います。
例えば、OpenOffice.org では Calc のセル枠に破線や点線が使えなかったため Microsoft Office からの
移行を躊躇するユーザもいましたが、LibreOffce になって使えるようになったことを契機に 、
Microsoft Office から LibreOffice に切り替えが進みました。さらには、かつて LibreOffice が登場する
前に Microsoft Office から OpenOffice.org へ切り替えていたユーザも互換性や利便性を重視して
LibreOffice に切り替えが進んでいます。

次に、各アプリケーションレベルでの比較を見てみましょう。
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2. LibreOffice Calcと Microsoft Excelとの比較

2-1. 比較一覧

Calc と Excel の主な相違点をまとめました。

機能 LibreOffice Calc Microsoft Excel 2016

関数 500(24)種類 468(14)種類

拡張子 ods xls,xlsx

PDF作成

エクスポートで直接作成可能

別途作成ソフトが必要

最大行数 1,048,578行 1,048,578行

2-2. トピックス

Calc には、同じ機能でありながら、Excel の操作感覚では思うように動作してくれない機能がいくつ
かあります。ここでは 2 つ紹介します。
★セル内改行のしかた
　　Excel では、”Alt + Enter”でしたが、Calc では”Ctrl + Enter”で動作します。　　
★マウスを使ったセルの移動方法
　　Calc でマウスによるセル移動をする場合、ちょっとしたコツが必要です。

　　

①A3 のセルをマウス
で移動させようとし
てもできません。
（セルを掴めない）

そういうときは…

②A3 のセルから隣接
するセル（例では下
の A4 のセル）にドラ
ッグして複数選択し
た状態にし、すぐに元
に戻します。
右クリックしたまま
マウスを上下に動か
す感じ

③この状態で、セルが
掴める状態になるの
で、マウスを使ってド
ラッグアンドドロッ
プができるようにな
ります。

④C5 のセルに移動さ
せることができまし
た。

★ オススメ機能
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3. LibreOffice writerと Microsoft wordとの比較

3-1. 比較一覧

Writer と Word の主な機能を比較しました。

機能 LibreOffice Writer Microsoft word 2016

スタイル サポート 非サポート

表での計算 複合的な計算が可能 基本的な計算のみ

拡張子 odt docx

PDF作成

エクスポートで直接作成可能

別途作成ソフトが必要

ドキュメント内の表の列制限 無制限 63列まで

名刺ウィザード サポート 非サポート

4. LibreOffice Impress と Microsoft PowerPointとの比較

4-1. 比較一覧

Impress と PowerPoint の主な機能を比較しました。

機能 LibreOffice Impress Microsoft PowerPoint 2016

拡張子 odp ppt

PDF作成 　　
◯

ノートスタイルのPDF作成等、
多彩なオプション機能あり

非サポート

HTML形式での保存 ◯ ◯

スライドマスター ◯ ◯

発表者のノート ◯ ◯

アニメーション ◯ ◯

★ オススメ機能

★ オススメ機能
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5. LibreOffice Base と Microsoft Accessとの比較

5-1. 比較一覧

Base と Access の主な機能を比較しました。

機能 LibreOffice Base Microsoft Access 2016

拡張子 odb accdb

自動フィルタ ◯ ◯

テーブル ◯ ◯

クエリ ◯ ◯

フォーム ◯ ◯

レポート ◯ ◯

リレーショナル ◯ ◯

SQL ◯ ◯

5-2. トピックス

他の calc、writer、impress等とは異なり、base は access との互換性を追求していません。
access で作成したデータベースから base でも使えるのは、テーブルとクエリーのみとなります。

Microsoft Access のファイル(mdb)を LibreOffice Base に読み込む方法

a. LibreOffice Base を起動し、データベースウィザードを表示させる。

b. 「既存のデータベースに接続」　を on にする。

c. プルダウンメニューから Microsoft Access を選択する。

d. 次へを押す。

e. 対象の Access ファイルを指定する。

f. 完了を押す。

g. 新規ファイルが作成されるので、名前を付けて保存する。

h. Access の mdb ファイルが LibreOffice Base のテーブルとして読み込まれる。
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ご利用にあたっての重要なお知らせ

保証の内容と制限
弊社は本ドキュメントに含まれる操作手順並びにソースプログラムの実行が中断しないこと、または
その実行に誤りが無いことを保証していません。
本製品の品質や使用に起因する、性能に起因するいかなるリスクも使用者が負うものとします。

弊社はドキュメント内の情報の正確さに万全を期しています。万一、誤記または誤植などがあった場
合、弊社は予告無く改訂する場合があります。ドキュメントまたはドキュメント内の情報に起因する
いかなる損害に対しても弊社は責任を負いません。
ドキュメント内の図や表は説明のためであり、ユーザ個別の応用事例により変化する場合があります。

著作権、知的所有権
弊社は本製品に含まれるおよび本製品に対する権利や知的所有権を保持しています。　 
本製品はコンピュータ ソフトウェア、映像/音声(例えば図、文章、写真など)を含んでいます。

医療機器/器具への適用における注意
弊社の製品は人命に関わるような状況下で使用される機器に用いられる事を目的として設計、製造さ
れた物では有りません。
弊社の製品は人体の検査などに使用するに適する信頼性を確保する事を意図された部品や検査機器
と共に設計された物では有りません。
医療機器、治療器具などの本製品の適用により、製品の故障、ユーザ、設計者の過失などにより、損傷/
損害を引き起こす場合が有ります。

複製の禁止
弊社の許可なく、本ドキュメントの全て、または一部に関わらず、複製、改変などを行うことはできま
せん。

責任の制限
弊社は、弊社または再販売者の予見の有無にかかわらず発生したいかなる特別損害、偶発的損害、間接
的な損害、重大な損害について、責任を負いません。

本製品(ハードウェア，ソフトウェア)のシステム組み込み、使用、ならびに本製品から得られる結果
に関する一切のリスクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。

本製品に含まれるバグ、あるいは本製品の供給（納期遅延）、性能もしくは使用に起因する付帯的損
害もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する改良
（正常に動作する）、代品交換までとし、金銭面での賠償の責任は負わないものとしますので、予めご
了承ください。

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一
切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行
っておりません。
 
商標/登録商標
本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
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改訂履歴

Ver. 年　月 改　訂　内　容

1.0 2017年 3月 新規作成

このマニュアルは、製品の改良その他により将来予告なく改訂します。予めご了承ください。

本書をご使用の際は、必ず各製品型式の最新のドキュメント(USER'S MANUAL, Help)を併せて参照
してください。また、最新のドライバソフトウェアをご使用ください。
USER'S MANUAL, ドライバソフトウェアは弊社 Web site(www.interface.co.jp)からダウンロードで
きます。(Help はドライバソフトウェアに含まれています)
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