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本章では、OpenDocument について、成り立ちから採用事例までひととおり紹介します。またファイル構

造の解説として、スクリプトで HTML に変換する、CMS である Geeklog に組み込む、といったサンプルコー

ドを紹介します。さらに、Perl から利用するためのモジュール OpenOffice::OODoc について解説します。

オフィススイートの標準ファイル形式 OpenDocument

　皆さんご存じのとおり、Microsoft は、次バージョンの Office(2007Office)で XML ベースのファイル形

式を採用しようとしています。｢Office Open XML｣と呼ばれるこのファイル形式は、ECMA で標準になり、幅

広く公開される予定です。

　実は、これと同じアイデアは、OpenOffice.org で既に実現しています。このファイル形式が｢OASIS 

Open Document Format for Applications｣です。この名前では長いので、 OpenDocument(略称

:ODF)と呼んでいます。OpenOffice.org では、バージョン 2.0 から OpenDocument を採用しています。

このようにオフィススイートのファイル形式の仕様が公開され、自由に利用できるようになれば、幅広いビ

ジネスシーンで利用されている文書データを手軽に加工したり、他のツールと連係したりといったシステムの

開発に大きなメリットをもたらします。

30 秒で分かる OpenDocument

　OpenDocument は、ワープロや表計算、プレゼンテーションといったオフィススイート用のファイル形式

で、e-ビジネスに関する標準化コンソーシアムである OASIS の標準になっています。すべての仕様が公開さ

れてお り、ライセン スフリ ーで 利用で きます 。標準化に ついての経緯は、｢未来は開か れて いる：

OpenDocumet とは何か、そしてなぜ気にかけるべきなのか｣というWeb 上の資料が参考になります。現在、

OASIS は、国際標準化委員会（ISO/IEC JTC1）にオフィススイート規格案として提出しています。この規格

案は、早ければ 2006年の 6月に採択される模様です。

　ファイル構造は、XML ファイルを ZIP圧縮したものになっています。そのため、ファイルを展開するだけで、

他のツールから簡単に利用できます。既に、OpenDocument を操作するための Perl や Java向けのライブ

ラリ、Ruby や PHP によるテストコードが公開されています。

図 1:OpenDocument は OASIS の標準となっている

http://www.oasis-open.org/

http://www.oasis-open.org/


すでに使われ始めている OpenDocument

　OpenDocument は、表１のようなアプリケーションやWeb サービスに採用されています。

　OpenDocument は、特定のツールに依存しません。OpenOffice.org だけでなく、すでにいくつかのツー

ルに採用されています。もちろん、サン・マイクロシステムズは、 OpenOffice.org の商用版である

StarSuite/StarOffice で対応しています。IBM は、次期バージョンのWorkplace Managed Client で対

応を表明しています。ジャストシステムは、一太郎用の OpenDocument追加モジュールを 2006年夏に提

供すると発表しています。この他に、FireFoxの Extension として、OpenDocument を表示可能にする

｢ODFReader｣が開発されています。

表１：OpenDocument を採用したアプリケーション/Web サービス

OpenOffice.org バージョン 2.0 から OpenDocument を採用

サン StarSuite/StarOffice のバージョン 8で OpenDocument を採用

IBM Workplace Managed Client の次期バージョンでサポート

ジャストシステム 一太郎 2006向けに追加モジュールを無償提供

KDE KOffice1.5 で採用

Gmail OpenOffice.org1.xのファイルを添付ファイルを HTML化可能に

Writely AjaxによるWeb ベースのワープロで、OpenDocument に対応

　ここでは、Web アプリケーションで OpenDocument が使われている例として、Writely を試してみましょ

う。｢Writely｣は、今話題の Ajaxによりワープロ機能を提供するWeb サービスです。OpenDocument のほ

か、Wordファイルを読み書きできます。また、PDFファイルで保存できますが、これは将来有料サービスにな

るそうです。

　OpenOffice.org で作成した文書ドキュメントをWritely に｢Upload｣すると、次のように日本語も含めて

表示されました。ただし、画像のテキストに対する回り込みはサポートされていませんでした。

図 2:OpenOffice.org で作成した文書ドキュメン

ト

図 3:Writely で、OpenDocument ファイルを読

み込んだ



このように、各アプリケーションにおける OpenDocumentへの対応状況は、さまざまです。リファレンス実

装になる OpenOffice.org でさえ、仕様全体の 9割の達成度と言われています。

　OpenDocument では、ドキュメントの構造おなび内容を XML 形式で記述しています。一方、実際の表示

については厳密に定義していません。たとえば、仕様では表計算のカラム数・行数や用紙サイズなどに制限

はありません。しかし、現状の OpenOffice.org の実装では、用紙サイズの最大値が 119cmx119cm である

とか、Calc の表サイズが最大 256x65536 であるといった制限を持っています。線の太さや種類なども、仕

様上は、0.01mm単位、複数の数値の組み合わせで記述されます。現状のユーザーインターフェース上で

は、0.00cm, 0.10cm, ...、単線・二重線・波線・というよう限定されています(マクロや API 上からは任意に指

定可能)。そのため、他のソフトウェアは、OpenOffice.org をリファレンス実装として作られているようです。

　現在、OpenOffice.org では、文書ドキュメント上の段落の文字の割付方法や、日本語における禁則処理

や追い込み・追い出しをどのように表示するかといった課題を持っています。今後の改良により、

OpenDocument ファイル上では同じ内容であっても、実際の表示上では、版やアプリケーションによって許

容できる範囲で異なってくるかもしれません。

OpenDocument のファイル構造を知る

　OpenDocument のファイル構造は、複数の XML ファイルと画像などのバイナリーファイルを ZIP圧縮し

たものになっています。そのために、XML データの扱いやすさを残しながら、画像などのバイナリデータをひと

つにまとめられます。ファイル容量も、Microsoft Office のファイルと比較して小さくなります。Schema言語

には、RELAX NG を採用しています。

ファイル構造そのものはそれほど複雑ではありません。しかし、オフィススイートで扱うデータの種類は、テ

キスト・表・グラフ・画像・図形と多岐に渡っています。OpenOffice.org に備わっている｢スタイルと書式｣機

能により、データと書式に分離する機能も備わっています。取り扱う要素が種類が多いため、仕様書は英語で

700ページを越えています。リファレンスを兼ねているので、この厚さになるのは仕方がないでしょう。第 1 章

のイントロダクション、第 2 章のドキュメント構造、第 3章のメタデータ、最後の第 17 章の ZIP圧縮ファイル

形式、といったあたりを目を通しておけば理解が深まります。仕様は、OASIS Open Document TC のWeb

サ イ ト で 公 開 さ れ て い ま す 。 ま た 、 サ ン プ ル コ ー ド などは 、 OpenDocument Fellowship や OOo 

Basic&SDK Wiki にリンク集があります。

解凍すると複数の XML ファイルが現れる

では、Writer の簡単な文書ドキュメントを元に、OpenDocument のファイル構造を調べてみましょう。

OpenDocument ファイルは、OpenOffice.org2.0 で作成しました。このとき、[ツール]->[オプション]で、[読

み込みと保存]->[全般]にある"XML 形式でサイズを最適化する"をオフにしておくと、改行とインデントにより

読みやすいファイルとして出力されます。保存したファイルの拡張子を ZIP に変更してから解凍ツールで展開

すると、次のファイルなどを取り出せます。



表２：OpenDocument の主なファイル

content.xml　 テキストなどのコンテンツの本体

META-INF/manifest.xml 解凍した ODFファイルの中身のリスト

meta.xml ファイルのメタデータ

mimetype mimeタイプを記述した 1行だけのテキストファイル

settings.xml カーソルの位置や用紙のズーム率といった設定

styles.xml 段落スタイルやページスタイル

Pictures 文書に埋め込まれた画像ファイルを格納するフォルダ

Thumbnails 文書のサムネイル画像を格納するフォルダ

スクリプトで OpenDocument を HTML ファイルに変換する

　では、このような ODFファイルを HTML に変換してみましょう。このような機能は OpenOffice.org 自

身でも実行可能ですが、ここではRuby によるスクリプトを紹介します。

「Ruby-based ODT to XHTML Conversion｣は、ODFファイルを XHTML に変換するスクリプトです。

J. David Eisenberg により開発され、LGPL で公開されています。次のように、コマンドラインからスクリプト

を実行すると、ODFファイルが HTML ファイルに変換できます。

  $ ruby odt_to_xhtml.rb --in test.odt --out test.html --images pictures

図 4:meta.xml の主要部分は、[ファイル]->[プロパティ]で設定

した、タイトル・テーマなどを格納している



このプログラムは、次の 5 つのスクリプトで構成されています。実行には、Ruby およびREXML(Ruby に

含まれる)、RubyZip (ダウンロードファイルに含まれる)が必要です。変換対象は、ODF ファイル中の

content.xml と style.xml です。このほかに、ファイル中の画像を取り出す機能、指定した CSS ファイルを適

用する機能を持っています。

表３:Ruby-based ODT to XHTML Conversion の構成ファイル

odt_to_xhtml.rb メインプログラム

analyze_content.rb　 content.xml を解析する

analyze_styles.rb style.xml を解析する

analyze_graphics.rb 画像ファイルを取り出す

style_classes.rb 指定した CSS ファイルを適用する

CMS と OpenDocument を組み合わせる

　今回、OpenDocument ファイルの応用例として、CMS(コンテンツ管理システム)を OpenDocument対

応にしてみました。CMS には、GPL で公開されている Geeklog を使いました。Geeklog については、本誌

2006年 3 月号に詳しい紹介が掲載されています。OpenDocument の操作には、Perl モジュールの

OpenOffice::OOoDoc を利用しました。谷 列樹・秋山 隆道(グッデイ)が機能追加を行いました。

図 5:ODF ファイルから変換した HTML ファイルをブラ

ウザで表示した



表４：使用したソフトウェア

Debian GNU/Linux stable

Apache2.0.54 (debianパッケージ)

MySQL4.0.24 (debianパッケージ)

PHP4.3.10-16  (debianパッケージ)

Geeklog1.4.0sr2 (Web からソースを入手)

Perl5.8.4 (debianパッケージ)

OpenOffice::OODoc 2.023 (Web からソースを入手)

XML::Twig 3.23 (Web からソースを入手)

そ の 他 の CPAN モ ジ ュ ー ル は

debianパッケージからインストール

Geeklog  With  OpenDocument

　今回機能を追加したのは、Geeklog のファイル管理機能です。

機能追加していないオリジナルのファイル管理機能では、ファイルのアップロード時に、説明の入力やサム

ネール画像ファイルの指定などができるようになっています。入力した情報は、ダウンロード時のファイルの一

覧に表示されるようになっています。

　今回の機能追加では、説明を入力しなくても、OpenDocument ファイルから次の情報を取り出してファイ

ル一覧に表示します。

● タイトル (meta.xml)

● 本文の先頭 5行 (content.xml)

● サムネイル画像 (Thumbnails)

対応しているファイルは、文書ドキュメント(.odt)、表計算(.ods)、プレゼン(.odp)の 3種類です。次の画面

は、機能追加版 Geeklog に OpenDocument ファイルをアップロードしたところです。実験用 Web サイト

は、

http://openoffice.good-day.net/magazines/SD/200605/ にあります。

http://openoffice.good-day.net/magazines/SD/200605/


もう一つの機能として、コンマで区切ったデータ (つまり CSV データ)を入力・実行とすると、それを

OpenDocument の表計算ドキュメント(*.ods)に変換するという機能を追加しました。この機能では、CSV形

式のデータを入力するテキストボックスにコンマで区切ったテキストを入力します。<実行>ボタンをクリックす

ると、入力したテキストを元に表計算ドキュメントを生成します。ユーザーには、生成されたファイルのリンクを

示します。サイト内には、オリジナルのテキストデータと表計算データが残ります。

Geeklog のスクリプトを修正

　今回は、OpenDocument ファイルから情報を取り出す処理を表示処理部分で行っています。このように

表示処理部分で処理すると、複数の OpenDocument ファイルがあった場合にレスポンスが悪くなると感じ

られるかも知れませんが、変更するのは表示処理部分だけで済みます。登録処理部分で処理すると、1度に

処理するファイルは 1 つだけになるので、レスポンス的には有利です。しかし、処理結果を別途どこかに保存

しておく必要がありますし、表示処理部分で保存しておいた情報を取り出す処理も加えることになります。そこ

で、Geeklog の表示処理部分である｢public/filemgmt/include/dlformat.php｣に 30行ほどコードを追

加しました(リスト１)。

図 6:機能追加版 Geeklog に OpenDocument

ファイルをアップロードした

図 7:CSV をアップロードすると自動的に

OpenDocument ファイルに変換する



リスト１： dlformat.php の追加部分

    // add by tani start
    $_filename_main = substr_replace($filename, "", -4, 4);
    $_filename_sub = substr($filename, -3, 3);
    if ($_filename_sub == "odp" || $_filename_sub == "odt" || $_filename_sub == "ods") {

        // サムネイル取得

        if (!is_file($_CONF[path_html] . "filemgmt_data/snaps/" . $_filename_main . "_snap.png")) {
             @system("unzip  "  .  $_CONF[path_html]  .  "filemgmt_data/files/"  .  $filename  .  "  -d  /tmp/"  .  

$_filename_main . " > /dev/null");
             @system("cp /tmp/" . $_filename_main . "/Thumbnails/thumbnail.png " .  $_CONF[path_html] . 

"filemgmt_data/snaps/" . $_filename_main . "_snap.png > /dev/null");
        }

        // サムネイル表示

        $display .= "<tr><td class = 'filemgmtbg1' border='0'  align='left'><img src='"  .  $_CONF[site_url]  . 
"/filemgmt_data/snaps/" . $_filename_main . "_snap.png' border='2' ></td>";

        // ファイル内容取得

        if (!is_file($_CONF[path_html] . "filemgmt_data/ooo_texts/" . $_filename_main . "_text.text")) {
             @system("perl  /home/tani/ooo_extract_texts.pl   -w  40  -l  5  "  .  $_CONF[path_html]  . 

"filemgmt_data/files/" . $filename . " > " . $_CONF[path_html] . "filemgmt_data/ooo_texts/" . $_filename_main . 
"_text.text");

        }

        // ファイル内容表示

        $display .= "<td class = 'filemgmtbg1' border='0' align='left' valign='top'>";
        $fp = @fopen($_CONF[path_html] . "filemgmt_data/ooo_texts/" . $_filename_main . "_text.text", "r");
        while (!feof($fp)) {
             $display .= htmlspecialchars(fgets($fp, 4096)) . "<br>";
        }
        @fclose($fp);
        $display .= "</td>";
    } else {
        $display  .=  "<tr><td  width=15%  class  =  'filemgmtbg1'  border='0' 

align='left'>"._MD_SCREENSHOT_NA."</td>";
    }
    // add by tani end

　また、CSVデータを OpenDocument に変換する処理は、アップロード機能のスクリプトをコピーし、それを

変更して作成しました(csv2ods.php)。

OpenDocument を処理するスクリプトを追加

　今回、OpenDocument ファイルから情報を取り出すために、Perl モジュールの OpenOffice::OOoDoc

を利用しました。そのために、3つのスクリプトを作成しました。Geeklog の表示処理部分は、このうちの

ooo_extract_texts.pl を呼び出しています。こられのスクリプトファイルは、デモ用Web サイトからダウンロー



ドできます。

タイトルと本文を取り出す　ooo_extract_texts.pl

例: 一行あたり文字数を 40、出力する行数を 5行に制限して、文字列を抽出する

   perl ooo_extract_texts.pl -w 40 -l 5 xxx.odp　

サムネイルを取り出す　 ooo_extract_thumbnail.pl

例１: サムネイルファイルを抽出する(sample.ods.png という画像ファイルを作成する)

   perl ooo_extract_thumbnail.pl sample.ods　

例 ２ ： xxx/yyy/zzz.ods.png と い う画像フ ァ イ ル を 作 成 す る 。単に 、 ｢ unzip xxx/yyy/zzz.ods 

Thumbnails/thumbnail.png｣してからファイル名を変更しても同じになる。

  perl ooo_extract_thumbnail.pl xxx/yyy/zzz.ods　

CSV形式ファイルから表計算ドキュメントを作成する    ooo_csv2ods.pl

例: sample.csv から sample.ods を作成する

   perl ooo_csv2ods.pl sample.csv　

スクリプトの解説

　では、各スクリプトについて簡単に説明します。

　まず、タイトルと本文を取り出す｢ooo_extract_texts.pl｣では、以下の 1行で OODoc モジュールを読み

込みます。

   use OpenOffice::OODoc;

以下の 2行で、タイトルを読み出しています。

   $meta = ooMeta( file => $input_file );
   $title = $meta->title;

以下の 2行で、本文を読み出しています。

    $text = ooText( file => $input_file );
    $body = $text->getTextContent();

なお、表計算ドキュメントに対しては、本文の読み出し時に ooText に次のオプションを追加して指定してお

くと、セル間の区切り文字を指定できます。ヨーロッパなどの複数の国や地域において小数点にカンマを使う

文化があるため、デフォルトの区切り文字はセミコロンになっています。ここでは縦棒「|」に変えてみました。

    field_separator => "|"

　｢ooo_extract_thumbnail.pl｣では、次のようにして、サムネイルファイルを読み出すことができます。

    use Archive::Zip;
    $zip = Archive::Zip->new();
    $zip->read($input_file);



    $zip->extractMember('Thumbnails/thumbnail.png', $output_file);

別の方法として、抽出対象のファイル名を指定した unzip コマンドを実行してもサムネイルを取得できま

す。今回のデモ用Web サイトの表示部｢dlformat.php｣では、後者の unzip コマンドによる方法を使ってい

ます。

    unzip xxx.ods Thumbnails/thumbnail.png

CSV デ ータの 変 換処理で は 、 ｢ csv2ods.php ｣か ら ｢ ooo_csv2ods.pl ｣を呼び出し て い ま す 。

｢ooo_csv2ods.pl｣で使用している OpenOffice::OODoc の機能については、後半の｢Perl モジュール

OpenOffice::OODoc の使い方｣で解説しています。

リ ス ト ２ ： OOoDoc を 利 用 し て OpenDocument フ ァ イ ル か ら情報 を取 り出す ス ク リ プ ト

(ooo_extract_texts.pl)

#! /usr/bin/perl

use OpenOffice::OODoc;
use Encode;
use Getopt::Long;

my $NumOfLines;
my $NumOfChars;
my $verbose;
my $help;

sub usage {
  print << "EOT";
Extracts internal texts from an OpenDocument file.
  Usage: $0 [options] OpenDocument_files ...
    options:
      -l, --lines n  Limits the number of lines on each file.
      -w, --width n  Limits the number of characters on each line.
      -v, --verbose  Works under a verbose mode.
      -h, --help     Shows this help message and quits.
EOT
  exit 1;
}

sub main {
  my $result = GetOptions(

  "lines|numberoflines=i" => \$NumOfLines,
  "width|colmuns=i" => \$NumOfChars,
  "verbose" => \$verbose,
  "help" => \$help,
 );



  usage() unless $result;
  usage() unless scalar @ARGV > 0;
  usage() if $help;

  foreach my $file (@ARGV) {
    work($file);
  }
}

sub work {
  my $file = shift;
  print "$file:\n" if $verbose;

  my $meta = ooMeta( file => $file );
  my $title = $meta->title;

  my %default_delimiters = 
    (
     'text:footnote-citation' => { begin => '[', end => ']' },
     'text:footnote-body' => { begin => '{NOTE: ', end => '}' },
     'text:span' => { begin => '', end => ' ' },
     'text:list-item' => { begin => '', end => '' },
    );

  my $text = ooText(
    file => $file,
    field_separator => "|",
    delimiters => { %default_delimiters },
   );

  my $t = $text->getTextContent();
  $t = "$title\n$t" if $title;
  $t =~ s/\A\n+//s;
  $t =~ s/\n+/\n/gs;
  my (@x, $dummy);
  if ( $NumOfLines ) {
    (@x, $dummy) = split("\n", $t, $NumOfLines);
  }
  else {
    @x = split("\n", $t);
  }
  map { $_ = decode('utf8', $_) } @x;
  map { s/[\s\x{3000}]+/ /g } @x;



  map { $_ = substr($_, 0, $NumOfChars) } @x if $NumOfChars;
  map { $_ = encode('utf8', $_) } @x;
  print join("\n", @x, "");
  print "\n" if $verbose;
}

main();
exit 0;
__END__

CMS+OpenDocument の可能性

今回は、OpenDocument の可能性を探る一環として、CMS と組み合わせてみました。今後は、このの

Geeklog の追加機能に対して、次のような処理を増やしていければと考えています。

● きちんとアップロード処理と表示処理を分ける

● 情報を取り出せるファイルの種類を増やす

● 取り出せる情報の種類や表示形式を増やす

● 生成できるファイルの種類を増やす

● php だけで動作するようにする

　このほかに、Geeklog 以外の CMS やグループウェアに対応することも考えられます。

　これまで、OpenOffice.org を利用したシステムというと、デスクトップクライアントでの使い方に注目が集

まっていました。サーバー上で動かすことも可能ですが、その API は、非常に多機能なため、現状では必ずし

も開発しやすいものとは言えませんでした。

　これに対して、OpenDocument ファイルを直接操作すれば、開発に際して大きなメリットを得られます。

サーバーサイドでは、XML を扱うライブラリが充実しているし、ユーザー認証には既存の CMS やグループ

ウェアを利用できます。つまり、開発の敷居が大きく下がるのです。

これまでビジネス向けの文書管理システムは、多機能で高価なグループウェアで構築されてきました。

OpenDocument を中心に置き、いくつかのオープンソースソフトウェアの組み合わせることで、このような文

書管理システムを柔軟かつ安価に構築できるようになります。たとえば、Writely のような文書編集サービス

や共同文書作成サービス、ビジネス向けの文書バージョン管理システムが期待できます。

そのためには、OOoDoc のような OpenDocument を扱うライブラリの一層の充実が欠かせないでしょ

う。

Perl モジュール OpenOffice::OODocの使い方

　OpenOffice::OODoc は、フランスの Jean-Marie Gouarne氏が開発している、OpenDocument およ

びOpenOffice.org1.xのファイル形式を扱うための Perl モジュールです。



　特徴としては、XML データを扱う部分に Michel Rodriguez氏の XML::Twig を採用し、DOM としても

SAX としても、OpenDocument 形式を扱えるように工夫されています。そのため、手っ取り早く開発する場

合には DOM で、情報量の多い（ファイルサイズが大きい）OpenDocument を速度・メモリ使用量共に効率

的に扱う場合には SAX で開発できます(1)。

概念的には、3階層に分類できる複数のサブモジュールで構成されています。ユーザーが通常使う最上位

層では、XML の要素などを気にすることなく、OpenOffice.org のアプリケーションを扱うような感覚で

OpenDocument を利用できます。中間層では、XML 形式を扱っています。最下位層では、ZIP圧縮などの

物理的なファイル形式を扱っています。

入手方法

CPAN のサイト http://search.cpan.org/dist/OpenOffice-OODoc/ から最新版をダウンロードしま

しょう。本稿の執筆には、2.023版を使用しました。

また、XML::Twig については、比較的新しい 3.22版以降が必要となります。手元の環境には無くて、

OpenOffice::OODoc の イ ン ス ト ー ル 作 業 中 に XML::Twig に 関 す る 警 告 が 出 る な ら 、

http://search.cpan.org/dist/XML-Twig/からダウンロードして別途インストールしておきましょう。

インストール方法

通常の Perl モジュールのインストール手順同様に、.tar.gz ファイルを展開し、ファイル INSTALL の説明

に沿って、以下のコマンドでインストールします。

    perl Makefile.PL
    make test
    make install

もちろん、CPAN モジュールを利用して、ダウンロードからインストールまでいっきに行っても構いません。

    perl -MCPAN -e shell
    install OpenOffice::OODoc

インストール作業中に、デフォルトの値を聞いてくるので、リスト２のように適宜値を設定します。文字セット

は、環境に合わせた値を設定します。以下のコマンドで使用可能な正しい表記を確認できます。代表的な設定

値としては、euc-jp, utf8, cp932 などになるでしょう。

    perldoc Encode
    perldoc Encode::JP

この他にも、いくつかのオプション指定があります。まず、使用しているシステム上の X11 の rgb.txt ファイ

ルを指定します。無い場合には、空欄のままでも構わないでしょう。作業ディレクトリには、現在のディレクトリを

意味するピリオドか、/tmp などを指定します。好みのファイル形式には、次の 2 つのどちらかを指定します。

    1: OpenOffice.org ファイル形式(1.1.x以前のファイル形式)

注1: DOM (Document Object Model)　XML ファイルをツリー構造として扱う API

SAX (Simple API for XML)     XML ファイルを逐次的にイベントとして扱う API

＃http://www.atmarkit.co.jp/fxml/rensai/rexml10/rexml10.html



    2: OpenDocument(2.0 以降)

Warning: prerequisite などの警告が表示された場合には、指摘されたモジュールを後でインストールや

バージョンアップしておきます。

リスト２：インストール時の設定値

$ perl Makefile.PL

__(省略)__

Present configuration: __現在の設定は、__

- Your local character set is now [iso-8859-1] __文字セット__

- There is no colour map file __X11 の rgb.txt__

- Your working directory for temporary files is now [.] __作業ディレクトリ__

- Your preferred file format is [2] (OOo=1 OD=2). __好みのファイル形式__

Is that OK (y/n) ? [y] n __n と答え、適切な値を設定する__
What is your preferred local character set ? [iso-8859-1] utf8
What is the full path of your RGB colour map file (optional) ? [] /usr/X11R6/lib/X11/rgb.txt

What is your working directory for temporary files ? [.] __空リターン__

What is your preferred format for new documents (OOo=1, OD=2) ? [2] __空リターン__

Is that OK (y/n) ? [y] __今度は空リターンし、処理を進める__
Checking if your kit is complete...
Looks good

Warning: prerequisite XML::Twig 3.22 not found. We have 3.17. __警告: バージョンが古い__
Writing Makefile for OpenOffice::OODoc

基本的な使い方

　まずは、ファイルを開く・作成・保存する方法を見てみましょう。

リスト３：OpenOffice::OODoc の基本操作コマンド

    本モジュールの利用を宣言する

    use OpenOffice::OODoc;

    既存のファイルを開く

    $doc = ooDocument(file => $input_filename);

    新規にファイルを作成する2

    $doc = ooDocument(file => $output_filename, create => '種別')

注2: 新 規 の フ ァ イ ル を 作 成 す る 場 合 、 ｢ 種 別 ｣ に は 、 テ ン プ レ ー ト で あ る

text、spreadsheet、presentation,、drawing を指定できる。



    編集後に、ファイルへ保存する

    $doc->save;

    名前を付けて保存する

    $doc->save($new_filename);

現実的な開発では、OpenOffice.org で作成したファイルを雛形にして、スクリプトでは、その雛型ファイル

を加工するのが良いでしょう。つまり、事前に OpenOffice.org 上で、用紙サイズ・向き・マージン、スタイルや

雛型の文章、イメージなどを編集・保存しておき、スクリプトでは、その雛型ファイルを開き、編集し、名前を付

けて保存するのです。もちろん、プログラムでスタイル（フォント名、サイズ、段落の寄せ方、行間、など）を 1 つ

ずつ作成し、本文を書いて、さらに会社のロゴなどのイメージファイルを貼り付けるようなことは可能ですが、そ

もそも見た目を想像しなからエディタ上でプログラム作成するものではないでしょう。

サンプルファイル

　OpenOffice::OODoc のインストール時に展開したディレクトリ内の example ディレクトリにサンプル

プログラムが収録されています。これは、OpenOffice::OODoc の配布ページの Documentation 部分にも

掲載されています。2番目以降の項目が、サンプルファイル名とその概要になっており、クリックするとそのサ

ンプルの詳細説明が表示されます。デモ用Web サイトにも、このファイルを置いておきましたので、ご活用く

ださい。

各種モジュール

OpenOffice::OODoc には、表に示すように複数のサブモジュールがあります。これらのモジュールを使う

ためには、まず次のように記述して読み込みます。この行を記述しておけば、サブモジュールも自動的に読み

込まれます。

    use OpenOffice::OODoc;

Document が Text,Image,Styles を多重継承しているので、Document だけでほぼすべての作業を行

えます。メソッドの詳細については、それぞれのモジュールの perldoc を参照してください。

OpenDocument の仕様書をよく読むと、このようなモジュール構成の理解やプログラム開発に役立ちま

す。たとえば、文書ドキュメントだけでなく表計算ドキュメントについても Text で扱っています。これは、

OpenDocument では、アプリケーションの種類に係わらずXML 上では同じ構造にしてあるからです。

表５：OpenOffice::OODoc の各種モジュール

モジュール名 役割

OpenOffice::OODoc    OpenDocument を簡単に扱うためのモジュール

OpenOffice::OODoc::Document 内容とレイアウト処理を行う最上位コンポーネント

OpenOffice::OODoc::Text テキスト処理のサブモジュール

OpenOffice::OODoc::Image イメージ操作



モジュール名 役割

OpenOffice::OODoc::Styles スタイルとレイアウトの処理

OpenOffice::OODoc::Meta メタデータへのアクセス

OpenOffice::OODoc::Manifest ファイル記述子へのアクセス

OpenOffice::OODoc::XPath        下位レベルでの XMLナビゲーション

OpenOffice::OODoc::File OpenDocument ファイルの入出力処理

表計算ドキュメントを操作する

では、表計算ドキュメントを操作するための基本的なコマンドを示します。これらのコマンドは、CSVデータを

変換する｢ooo_csv2ods.pl｣で使用しています。

テープルオブジェクトを取得する

    $table = $doc->getTable(テーブル);

    $table = $doc->getTable(テーブル, 行数, 桁数);

｢テーブル｣には、数値(0 が最初のシート)、文字列としてのテーブル名を指定します。

行数と桁数は、使用する最大値を指定します。これは、次の理由からです。XML 形式上では、表の横方向

への複数の空白セルは、まとめられて一つの要素となっています。それらの空白セルへ個別に値を代入するに

は、あらかじめまとまっている要素を複数の要素へ展開する必要があります。しかし、制限もなく不要な領域ま

で展開してしまうと、メモリ使用量や処理時間が多く掛かって無駄になります。そのため、上記のように、行数

および桁数で最大値を指定しておくことで、効率良くするようにしてあります。

セルオブジェクトを取得する

    $cell = $doc->getCell(テーブル, 行, 桁);

    $cell = $doc->getCell(テーブル, 位置);

テーブルに、数値、文字列、またはテーブルオブジェクトを指定する

位置には、"A1"などの文字列を指定します。そのため、以下の 2 つは同じ結果を返します。

    $doc->getCell($table, 11, 1);
    $doc->getCell($table, 'B12');

セルの内容(文字列または数値)を取得する

    $value = $doc->getCellValue(テーブル, 行, 桁);

    $value = $doc->getCellValue(セル);

　テーブルに、数値、文字列、またはテーブルオブジェクトを指定する



セルにはセルオブジェクトを指定します。セルの型を指定するには、次のように記述します。型には、 float, 

percentage, currency, date, time, boolean, string などを指定します。なお、型を省略すると、現在の型

が戻り値として返されます。

    $doc->cellValueType(テーブル, 行, 桁 [, 型);

    $doc->cellValueType(セル [, 型]);

　

　セルに値を設定する

    $doc->updateCell(テーブル, 行, 桁, 値 [, 表示文字列]);

    $doc->updateCell(セル, 値 [, 表示文字列]);

値には、文字列または数値を指定します。数値を指定する場合には、オプションの表示文字列に、その数値

の表示上の文字列を指定します。なお、値に文字列以外を指定する場合は、前もってセルの型を指定しておき

ます。このような制限は、煩雑に感じられるかもしれませんが、OpenDocument の仕様書をよく読むと、すっ

とわかるようになります。

その他にも、セルの内容を取得・設定するメソッドがあります。

    cellCurrency, cellFormula, cellSpan, cellStyle, cellValue

セルに数式を設定するには、cellFormula を使います。例えば、表計算ドキュメントの 2番目のシートの

C5セルに C2 から C4の合計値を計算するように設定するには、次のように記述します。

    $doc->cellFormula(1,4,2, "sum(C2:C4)");

同様に、文書ドキュメント中の初めから 2番目に現れる表に数式を設定するには、次のように記述します。

    $doc->cellFormula(1,4,2, "sum <C2:C4>");

　このように、表計算ドキュメントのシートと文書ドキュメントの表では機能は似ていますが、文法は少し異

なっています。なお、実際の計算は、OpenOffie.org などによってファイルが読み込まれてから行われます。

検索と置換

文書ドキュメントで本文やヘッダ・フッタ内の特定の文字列を検索・置換するには、次のように記述します。

    $doc->selectElementsByContent("検索文字列", "置換文字列");

検索文字列には正規表現が使えます。また、検索文字列の代わりに関数へのリファレンスを与えると、発見

した文字列毎に呼び出される関数の戻り値で置換させることもできます。

例えば、宛名欄に「ATENA 様」、金額欄に「KINGAKU 円」と書いた領収書テンプレートファイルを

OpenOffice.org で作成しておいて、それぞれの文字列をプログラムで置換するのも良いでしょう。

プレゼンテーションや図形描画についても、同様にプログラムから扱えます。例えば複数の画像ファイルを

プレゼンテーションのそれぞれのページに一枚ずつ割り付けたりできます。ここでは、紙面の都合上割愛しま

す。参照情報をご覧ください。



    参照情報

OASIS

- Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) TC

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office

- OpenDocument Fellowship

http://opendocumentfellowship.org/

- OpenDocument - フォーマット構造の解説

http://www.catch.jp/openoffice/opendocument/format_internals.html

- 未来は開かれている：OpenDocumet とは何か、そしてなぜ気にかけるべきなのか

http://www.catch.jp/openoffice/opendocument/index.html

- Writely

http://www.writely.com/

- ODFReader - Firefox 

https://addons.mozilla.org/extensions/moreinfo.php?id=1888&application=firefox

- Ruby-based ODT to XHTML Conversion

http://www.catch.jp/openoffice/opendocument/ruby_to_xhtml.html

- Geeklog

http://www.geeklog.net/

- Geeklog Japanese(日本語)

http://geek.ecofirm.com/

- OpenOffice-OODoc

http://search.cpan.org/dist/OpenOffice-OODoc/

- OOo Basic&SDK Wiki(日本語)

http://hermione.s41.xrea.com/

- Geeklog+OpenDocument(日本語)

http://openoffice.good-day.net/magazines/SD/200605/
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