
Platio サポート 

1 

 

 

 
 

Platio アプリでフィールドに入力した値を組み合わせて、数値を四則演算したり、文字列を連結してさら

に長い文字列や文章を生成したりした結果を、フィールドデータとして自動設定して保存することができ

ます。 

 

計算やテキストの生成などを記述するために Platio 式という仕組みを使い、ミニアプリのフィールドプロ

パティに記述して利用します。 

Platio 式は、JavaScript の式に良く似ていますが、JavaScript の全ての機能を使えるわけではありませ

ん。（JavaScript を理解していなくても、簡単な数値の四則演算や文字列の連結は、四則演算の演算子の

記号で簡単に生成することができます。） 

Platio 式については、Platio 開発者ドキュメントの「Platio 式」を参照してください。 

 

《利用例》 

 単価フィールドと発注数フィールドの値を掛け合わせた値を、合計金額フィールドに設定したい 

 

 
 

本書では、３つの計算フィールドへの Platio式の設定について説明し、Platio 式への理解を深めます。 

  

 

Platioアプリ：レコード入力画面 

[単価]フィールドと 

[発注数]フィールドを 

掛けた値を 

[合計金額]フィールドに自動設定 

《ミニガイド》 

計算フィールドと Platio 式 

 

 

http://doc.plat.io/api/ja/
http://doc.plat.io/api/ja/expr.html
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Platio 式でどのフィールドの値を参照するかを指定するためにカラム ID を利用します。 

カラム ID は、Platio Studio の中で各フィールドを識別するための ID で、c から始まる 7 桁の英数字 ID

の 8 文字で構成されます。 

 

《カラム ID の例》 

c825b92d 

 

カラム ID は、フィールドプロパティの Platio 式を利用できる部分で自動で参照できます。 

 

 
 

補足：カラム ID は、プレートの開発者向け情報でも参照できます。 

 

 

カラム ID 

Platio Studio：フィールドの編集画面 

Platio式を利用できるプロパティに 

マークが表示されます。 
マークをクリックしてフィールド一覧 

(カラム ID)を表示します。 

Platio Studio：ミニアプリ一覧画面 

クリックして展開 
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カテゴリー「計算」には３種類の計算フィールドがあります。 

 

テキスト生成 他のフィールドの値からテキストを生成します。 

数値計算 他のフィールドの値から数値を計算します。 

通貨計算 他のフィールドの値から金額を計算します。 

 

 

 
 

Data Console での計算フィールド 

 

計算フィールドには、Platio アプリのミニアプリで入力したときに自動で計算して値が設定されます。 

Data Console でミニアプリのレコードを作成したときは自動で計算されません。 

その場合、Data Console でレコードを保存した後に、Platio アプリで同じレコードを表示して編集する

と（編集シーンでレコードを開くと）自動で計算されます。レコードを保存して計算フィールドに計算し

た値を登録できます。 

 

  

計算フィールド 

Platio Studio：フィールド一覧 

クリックして展開 
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【フィールドプロパティへ計算を Platio 式で記述】 
 

計算は、フィールドプロパティへ Platio 式で記述します。 

 

 

① 計算フィールドを追加します。（任意でフィールド名を変更します。） 

② フィールドの右上にある設定アイコンをクリックしてフィールドプロパティを表示します。 

③ 「値」の右にあるマークをクリックするとフィールド名(カラム ID)の一覧が表示されます。 

フィールド名(カラム ID)をクリックするとカラム ID が自動挿入されます。 
 

④ Platio 式を記述します 
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次から Platio 式の例を説明します。 

 

【テキスト生成フィールド】 
 

他のフィールドの値からテキストを生成します。 

 

例 1：氏名 

 

[姓]テキストフィールドと[名]テキストフィールドの入力した値を、間に空白をはさんでつなげて[氏名]

テキスト生成フィールドに結果の値を表示します。 

 

 

  

Platio Studio：フィールドプロパティ 

カラム ID 値の Platio 式：姓につづけて空白を入れて名をつなげる 

Platioアプリ：レコード入力 

[姓]フィールドと 
[名]フィールドを入力すると 
[氏名]フィールドに自動設定 
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例 2：「セミナー受付」テンプレート 

 

[出欠]スイッチフィールドのオン/オフを判断してその結果を、 [ステータス]テキスト生成フィールドの

値を表示します。 

 

 

  

Platio Studio：フィールドプロパティ 

カラム ID 値の Platio 式：出欠を判断して”出席”か”欠席”を生成 

Platioアプリ：レコード入力 

[出欠]フィールドをオンにすると 

[ステータス]フィールドに”出席”を自動設定 

または、 
オフにすると”欠席”を自動設定 
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例 3：「アルバイト勤怠管理」テンプレート 

 

[出勤時間]時刻フィールドと[退勤時間]時刻フィールドの入力した値を計算して、[出退勤時間]テキスト

生成フィールドに結果の値を表示します。 

 

  

Platio Studio：フィールドプロパティ 

カラム ID 値の Platio 式：退勤時間から出勤時間を引いて時間を生成 

Platioアプリ：レコード入力 

[出勤時間]フィールドと 
[退勤時間]フィールドを入力すると 
[出退勤時間]フィールドに自動設定 
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【数値計算フィールド】 
 

他のフィールドの値から数値を計算します。 
 

例 4：「工場日報」テンプレート 

 

作業日報で、[実績(生産数)]数値フィールドと[ロス(不良品個数)]数値フィールドに入力した値を計算し

て、[歩留まり(集計)]の数値計算フィールドに計算した結果の値を表示します。 

 

 
 
  

Platio Studio：フィールドプロパティ 

カラム ID 値の Platio 式：生産数と不良品個数から歩留まりを計算 

Platioアプリ：レコード入力 

[実績(生産数)]フィールドと 
[ロス(不良品個数)]フィールドを入力すると 
[歩留まり(集計)]フィールドに自動設定 
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例 5：「オフィス 4S 活動チェックリスト」テンプレート 

 

4S 活動チェックリストで、[整理 1][整理 2][整理 3][整理 4][整理 5]スイッチフィールドをオンにした場

合、値が 1 になるのでそれを計算して、「整理スコア」の数値計算フィールドに計算した結果の値をスコ

アとして表示します。 

※ スイッチフィールドの Platio 式での真偽値は、真(true)のときは 1、偽(false)のときは０の数値で利

用できます。 

 

 
 

  

Platio Studio：フィールドプロパティ 

カラム ID 値の Platio 式：整理の確認項目が問題ない数を計算 

Platioアプリ：レコード入力 

整理各フィールドのオン/オフで 
[整理スコア]フィールドに自動設定 
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【通貨計算フィールド】 
 

例 6：「発注業務管理 」テンプレート 

 

発注商品で、[単価]金額フィールドと[発注数]数値フィールド入力した値を計算して、[合計金額]の通貨

計算フィールドに計算した結果の値を表示します。 

 

 
 

 

  

Platio Studio：フィールドプロパティ 

カラム ID 値の Platio 式：単価と発注数を掛けて合計金額を計算 

Platioアプリ：レコード入力 

[発注数]フィールドを入力すると 
[合計金額]フィールドに自動設定 



Platio サポート 

11 

 

 

例 7：消費税 

 

発注商品で、[金額]通貨計算フィールドと[税率]数値選択フィールド入力した値を計算して、[消費税(端

数切捨)]の通貨計算フィールドに計算した結果の値を表示します。 

 

 
 

  

Platio Studio：フィールドプロパティ 

カラム ID 値の Platio 式：金額と税率から消費税を計算 

Platioアプリ：レコード入力 

[税率]フィールドを選択すると 
[消費税(端数切捨て)]フィールドに 

自動設定 
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以上で、説明は終わりです。 

 

 
 

 

Platio へのお問い合わせ：[お客様ログイン] 
https://asteria.com/mng/login 
 
Platio ヘルプセンター 
https://plat.io/ja/faq_category/frequent 
 
Platio に関する詳細情報は下記のホームページをご覧ください。 
https://plat.io 

https://asteria.com/mng/login
https://plat.io/ja/faq_category/frequent
https://plat.io/
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【Platio ガイドをモバイルアプリで読む】 
  
本書を含む Platio のガイド集は、スマートフォン・タブレット・PC の Handbook アプリでお読みいただけます。 
Handbook はご契約いただいたクラウドサーバーに登録したコンテンツを閲覧することができるクラウドサービス(有償)です。 
Platio のガイド集は、アステリア株式会社の Handbook サンプル用サーバーを利用して無料でお読みいただけます。 
 
Handbook アプリは iPhone/iPad 版、Android版、Windows 版を提供しており、無料でご利用いただけます。 
各アプリストアで「Handbook」と検索してインストールしてください。 

⑥読みたいガイドをタップして開き、 
ページめくりの操作でガイドを読むこと 

ができます。 

Handbook に関する詳細情報は下記のホームページをご覧ください。 

https://handbook.jp/ 

タップしてインストール 

スワイプして 
ページめくり 

①Handbook アプリを起動し、 
メニューを選択します。 
 

②「ログイン」をタップします。 

  
③ログイン画面で以下のユーザー情報を 
入力して「ログイン」をタップして、サンプル用 
クラウドサーバーにログインします。 
ユーザ名：platioguide 

パスワード：platioguide 

➃Platio のガイド集が２つ表示 

されます。ガイド集をタップします。 
⑤ガイドの一覧が表示され 

ます。読みたいガイドをタップ 

します。 

 

タップ 

タップ 

《ご利用方法》 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/handbook-for-windows-10/9nblggh5z3k2?rtc=1
https://handbook.jp/

