Application
（単一アプリケーショ ン＝アプリケーショ ンウィンドウ＝ガワ）

WorkBooks

WorkBook

（複数ブック一括管理機能）

（単一ワークブック）

WorkSheets

WorkSheet

（複数シート一括管理機能）

（単一ワークシート）

Names

Name

（複数名前定義一括管理機能）

（単一の定義した名前：セル範囲）

Range
（単一の管理機能）

Areas
（複数の一括選択範囲管理機能）

Borders （セルやセル範囲の罫
線４辺一括管理機能？）

Border
（単一の１辺のセル罫線？）

Font
（単一のセルのフォント）

Interior
（単一の、塗りつぶし）

Characters
（単一の、セル内の文字列の一部）

Font
（セル内の一部の文字列のフォン

Style （単一の、セル範囲の各種
書式の、CSS似な一括スタイル設
Borders （セル範囲の罫線４辺
一括管理機能？）

Border
（単一の、セル範囲の１辺の罫

Font
（単一の、セル範囲のセルのフォン

Interior
（単一の、セル範囲の塗りつぶし）

FormatConditions

FormatCondition

（条件付き書式一括管理機能）

（単一の、条件付き書式）

Hyperlinks

Hyperlink

（ハイパーリンク一括管理機能）

（単一の、ハイパーリンク）

Validation
（単一の、入力規則）

Comment
（単一の、セルのコメント）

Phonetics

Phonetic

（ふりがな一括管理機能）

（単一の、ふりがな）

Shapes

Shape

（オートシェ イプ一括管理機能）

（単一の、図形・オートシェ イプ）

LinkFormat （単一の、リンク
された OLE オブジェ クト ）
OLEFormat （単一の、OLE オ
ブジェ クトのプロパティ）
Hyperlink
（単一の、ハイパーリンク）

FillFormat
（単一の、図形の塗りつぶし）

ControlFormat
（単一の、コントロールのフォーマッ

ConnectorFormat
（単一の、コネクタ＝図形の結合

TextFrame （単一の、レイア
ウト枠・テキストボックスとは異なりま
Adjustments （単一の、図
形の細部の調整値）

LineFormat （単一の、線と矢
印の両端の書式）

PictureFormat （単一の、
図のプロパティ＝図形ではなく）
ShadowFormat
（単一の、影の書式）

TextEffectFormat
（単一の、ワードアート設定）

Comments

Comment

（コメント一括管理機能）

（単一の、セルのコメント）

HPageBreaks （水平な改
ページ一括管理機能）

Scripts

Script

（HTML スクリプト一括管理機能）

（単一の、HTML スクリプト）

HPageBreak
（単一の、水平な改ページ）

VPageBreaks （垂直な改
ページ一括管理機能）

VPageBreak
（単一の、垂直な改ページ）

Hyperlinks

Hyperlink

（ハイパーリンク一括管理機能）

（単一の、ハイパーリンク）

Scenarios

Scenario

（シナリオ一括管理機能）

（単一の、シナリオ）

OLEObjects （埋込 OLE オブ
ジェ クト一括管理機能）

OLEObject （単一の、埋込ま
れている OLE オブジェ クト）

Outline （単一の、ワークシート
の段落の？アウトライン）

PageSetup （単一の、ページ
レイアウトの設定全体：余白等）
QueryTables （外部データ表
一括管理機能）

PivotTables

QueryTable （単一の、外部
データ表：QueryTable）
Parameters

Parameter

（クエリのパラメータ一括管理機能）

（単一の、クエリのパラメータ）

PivotTable

（ピボットテーブル表一括管理機能）

（単一の、ピボットテーブル）

PivotCache
（単一の、ピボットキャッシュ）

OLEObjects

OLEObject

（OLEObject 一括管理機能）

（単一の、OLEObject ）

ChartObjectss
（ChartObject＝ガワの一括管理機

PivotFormulas （単一の、
ピボットテーブル数式一括管理機

（単一の、ピボットテーブルの数式）

PivotFields （ピボットのフィー
ルドの一括管理機能）

（単一の、ピボットのフィールド）

PivotFormula

CubeFields （OLAP キューブ
フィールド一括管理機能）

（単一の、OLAP キューブフィール

PivotField

PivotItems

PivotItem

（ピボットアイテム一括管理機能）

（単一の、ピボットアイテム）

CubeField

ChartObject （単一の、埋込
グラフ用のガワ・土台＝
Chart

※ C h artObj e c tの 中 には 、 グラ フが 1 つ し か 入 らない の で、 よ って、 C h artObj e c tの 中 （ 下 位 ） には コレ クシ ョ ン も存 在 し ま せ ん。

（単一の、埋込グラフ）

ChartArea
（単一の、埋込グラフのグラフ エリ

PlotArea
（単一の、埋込グラフのプロット エ

Floor
（単一の、埋込3-D グラフの床面）

Walls
（単一の、埋込3-D グラフの壁面）

Corners （単一の、埋込3-D グ
ラフのコーナー）
PageSetup （単一の、ページ
レイアウトの設定全体）
ChartTitle
（単一の、グラフタイトル）

SeriesCollection

Series

（グラフのデータ系列一括管理機

（単一の、グラフのデータ系列）

Trendlines

Trendline

（グラフの近似曲線一括管理機能）

（単一の、グラフの近似曲線）

Axes

Axis

（グラフの 軸の一括管理機能）

（単一の、グラフの 1 つの軸）

AxisTitle
（単一の、グラフの軸ラベル）

DisplayUnitLabel
（単一の、軸で使用する単位ラベ

Gridlines
（単一の、軸の目盛線）

TickLabels
（単一の、軸の目盛のラベル）

DataTable
（単一の、グラフのデータ テーブル）

Border
（単一の、輪郭）

Font
（単一の、フォント）

Legend
（単一の、グラフの凡例）

LegendEntries

LegendEntries

（凡例の凡例文字列一括管理機

（単一の、凡例の凡例文字列）

LegendKey
（単一の、凡例マーカー）

Shapes

Shape

（オートシェ イプ一括管理機能）

（単一の、図形・オートシェ イプ）

LinkFormat （単一の、リンク
された OLE オブジェ クト ）

OLEFormat （単一の、OLE オ
ブジェ クトのプロパティ）
Hyperlink
（単一の、ハイパーリンク）

FillFormat
（単一の、図形の塗りつぶし）

ControlFormat
（単一の、コントロールのフォーマッ

ConnectorFormat
（単一の、コネクタ＝図形の結合

TextFrame （単一の、レイア
ウト枠・テキストボックスとは異なりま
Adjustments （単一の、図
形の細部の調整値）

LineFormat （単一の、線と矢
印の両端の書式）

PictureFormat （単一の、
図のプロパティ＝図形ではなく）
ShadowFormat
（単一の、影の書式）

TextEffectFormat
（単一の、ワードアート設定）

Scripts

Script

（HTML スクリプト一括管理機能）

（単一の、HTML スクリプト）

Scripts

Script

（HTML スクリプト一括管理機能）

（単一の、HTML スクリプト）

ChartGroups

ChartGroup

（グラフ種類グループ一括管理機

（単一の、グラフ種類グループ）

S
（単一の、）

S
（単一の、）

S
（単一の、）

S
（単一の、）

S
（単一の、）

S
（単一の、）

SeriesCollection

Series

（グラフのデータ系列一括管理機

（単一の、グラフのデータ系列）

S
（単一の、）

S
（単一の、）

Trendlines

Trendline

（グラフの近似曲線一括管理機能）

（単一の、グラフの近似曲線）

S
（単一の、）

S
（単一の、）

S
（単一の、）

T

T

（一括管理機能）

（単一の、）

S
（単一の、）

PivotLayout （単一の、ピ
ボットグラフ内のフィールド）
AutoFilter
（単一の、オートフィルタ）

Filters

Filter

（列に対するフィルタ一括管理機能）

（単一の、列に対するフィルタ）

T

T

（一括管理機能）

（単一の、）

