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フィールドプロパティとは 

ミニアプリに作成したデータポケットで取得する個々の入力を「フィールド」と呼んでお

り、フィールドデータのまとまりを「レコード」といいます。 

 

データポケットでのフィールドの動作を定義する情報を「フィールドプロパティ」といい、

Patio Studio で指定します。フィールドのプロパティアイコンをクリックすると、フィー

ルドプロパティが表示されます。 

 

本書では、「テキスト」フィールドを例にとって、Platio Studio のフィールドプロパティ

が、端末のデータポケットで実際にどのように動作するかを説明します。 

フィールド 

Platio Studio「データポケット編集画面」  

レコード 

Platio Studio「データポケット編集画面」  

プロパティアイコンを 

クリック 

フィールドプロパティ 
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基本プロパティ 

各種フィールドで共通の基本プロパティを解説します。 

※ すべてのフィールドで共通ではありません。基本プロパティは型ごとの場合がありま

す。 

主なプロパティの種類を示すアイコンがあり、データポケット編集画面の各フィールドに表

示されます。 

  

フィールドの型 
プロパティの種類を示すアイコンは、Platio Studio

やデータポケットで示されます 

❶ 

❷ 

❸ 

Platio Studio [フィールドプロパティ] 

❺ 

❹ 

データポケット編集画面 
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❶ 検索可能 

Platio アプリの一覧シーンで検索アイコンをタップして検索するときに検索対象にするかど

うかを指定します。 

オン 検索対象にします。 

オフ 検索対象にしません。 

※ データポケット内のフィールドがすべて検索可能でない場合、Platio アプリの一覧シー

ンで検索アイコンは表示されません。 

※ このプロパティは副データポケット、埋め込みデータポケットごとに設定できます。 

検索可能なフィールドがあると Platio アプリで一覧シーンに検索アイコンが表示され、

タップすると検索条件が表示されます。検索したいフィールドに値を入力して、下部の「検

索」をタップして検索できます。複数のフィールドが検索可能な場合、各フィールドに値を

入力すると AND 検索になります。特定のフィールドで検索したい場合は、対象のフィール

ドに値を入力し、他フィールドは空で検索するようにします。 

 

 

 

  

データポケットの一覧シーン 

値を検索できます 
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各種フィールドの検索条件は以下のようになっています。 

※ 詳しくは Platio Studio ガイド「付録 2. 一覧シーンの定義済み検索条件」の「各種

フィールドごとのパラメーター」を参照してください。 

 

 テキスト選択フィールドは選択 

 数値系フィールドは数値範囲 

 数値選択フィールドは選択 

 日時系フィールドは日時範囲 

 日付系フィールドは日付範囲 

 時間系フィールドは時間範囲 

 スイッチ系フィールドは演算子「等しい」 

 ユーザー系フィールドはユーザー、演算子「等しい」 

 それ以外はテキスト系フィールドの演算子「含む」 

 

  

https://plat.io/ja/support/guide/Platio_Studio_GuideV2.pdf
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❷ ソート可能 

Platio アプリの一覧シーンで、ソートアイコンをタップしたときにソートするかどうかを指

定します。 

オン ソートできるようにします。一覧シーンでソートアイコンをタップするとフィールド名が表示

され、ソートを指定できます。 

オンにすると、さらに、ソート可能にした複数のフィールドのうち、どのフィールドが初期画

面でソートするかどうかを指定できます。 

デフォルトでこのフィールドでソートしない 

デフォルトでこのフィールドで昇順にソートする 

デフォルトでこのフィールドで降順にソートする 

契約プランが Premium/Enterprise の場合、ソート対象のフィールドが同じ値のと

きに別のフィールドをソート対象に指定できます。 

※ 該当プランの場合のみオプションが表示されます。 

同じ値は以

下のフィール

ドでソートす

る 

オンの場合、フィールドが同じ値のときにここで指定したフィールドで

ソートします。 

さらに、逆順にするかどうかを指定できます。 

同じ値を

ソートすると

きに逆順に

する 

オンの場合、同じ値をソートするときに逆順にします。 

 

オフ ソートしません。一覧シーンでソートアイコンをタップしたときフィールド名が表示されませ

ん。 

※ データポケット内のフィールドがすべてソート可能でない場合、データポケットでソー

トアイコンは表示されません。 

※ このプロパティは副データポケット、埋め込みデータポケットごとに設定できます。 

 

  



ページ | 7  

 

ソート可能をオンにした場合、Platio アプリのデータポケット画面の表示は下図のようにな

ります。 

 

 

  

データポケットの一覧シーン 

ソートするフィールドと 

昇順/降順を選択できます 
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❸ 値の重複を許さない 

データポケットの入力・編集シーンで入力するときに、同じデータポケット内で既に入力さ

れた値との重複を許すかどうかを指定します。（副データポケットを含む） 

オン 重複を許しません。重複値を入力するとエラーメッセージが表示されます。（下図） 

オフ 重複を許します。 

オンにした場合、Platio アプリのデータポケット画面で重複値を入力すると下図のようにな

ります。 

※ 入力したデータは保存されません。 

 

 

❹ 必須 

データポケットの入力シーンで入力するときに、入力を必須にするかどうかを指定します。 

オン 必須にします。入力しないで保存アイコンをタップするとエラーメッセージが表示され、

フィールドに入力必須マーク「！」が表示されます。（下図） 

オフ 必須にしません。入力なしでも保存できます。 

オンにした場合、Platio アプリのデータポケット画面で値を入力しないと下図の右のように

なります。 

 

  

データポケットのレコード入力画面 重複した値を入力して保存しようとすると

表示されます 

データポケットのレコード入力画面 

入力しないで保存アイコンを 

タップすると表示されます 

必須にしたフィールドには 

マークが表示されます 
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❺ 初期値 

データポケットの入力シーンで入力するときに初期値が入力されているようにする場合に

は、初期値を入力します。 

※ プロパティ画面で「高度なプロパティを表示」をクリックすると、初期値の設定方法が

選択できます。詳しくは次の説明を参照にしてください。 

 

高度なプロパティ 

フィールドプロパティで「高度なプロパティを表示」をクリックするとプロパティが展開さ

れ、追加でプロパティが表示されます。 

 

高度なプロパティのうち、各種フィールドで共通なプロパティを解説します。 

※ すべてのフィールドで共通ではありません。 

 

  

「高度なプロパティを 

表示」をクリック 

Platio Studio [フィールドプロパティ画面] 
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❺ 初期値 

データポケットの入力シーンで入力するときに初期値が入力されているようにする場合に

は、初期値を指定します。「初期値」プロパティをクリックして選択します。 

 

 

※ 初期値は、データポケットのシーンのフィールド設定で「なし」「表示」のとき設定さ

れません。シーンでフィールドを非表示にして初期値を設定したい場合は、「計算」を

選択します。 

 

 

  

「初期値」プロパティをクリック 

フィールドは非表示で、 

初期値を設定する場合 
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初期値プロパティでは以下を指定できます。 

なし 初期値を指定しません。 

値 「値」プロパティに初期値を指定します。 

変更不可 オンの場合、データポケットの入力シーンでフィールドには初期値が

表示され、編集できません。初期値で固定するときに使います。 
 

前回の入力値 データポケットの入力シーンで前回レコード入力時に入力した値が指定されます。 

レコード選択 同じデータポケット内に「レコード選択」フィールドがある場合に、「レコード選択」フィー

ルドの参照先レコードにある指定したフィールドの値を初期値にします。 

例）[レコード選択]フィールドで参照して選択したレコードの中の、別のフィールドを

参照したい場合に使います。例えば、B データポケットで商品名(B1)と単価を(B2)

もつレコードを管理している場合に、A データポケットで B データポケットの商品名

(B1)を選択して A1 フィールドに入力したら、別の A2 フィールドにその単価(B2)を

自動で初期値として設定することができます。 

変更不可 オンの場合、データポケットの入力シーンでフィールドには初期値が

表示され、編集できません。初期値で固定するときに使います。 

※ レコード選択については、ミニガイド[レコード選択フィールド]をお読みください。 

 

初期値を「レコード選択」で指定する例を、次に図示して説明します。 

このプロパティを使う前に、「レコード選択」フィールドを理解してください。「レコード

選択」フィールドについて詳しくは、ミニガイド[レコード選択フィールド]を参照してくだ

さい。 

  

https://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol02.pdf
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初期値を「レコード選択」で指定する 

例：「生花販売管理」テンプレート 

「販売リスト」データポケットの「商品 1」フィールドは、別の「花マスター」データポ

ケットに登録している「品名(種類)」を参照するレコード選択フィールドになっています。 

 

ここで、「商品 1」フィールドで、「花マスター」データポケットの”品名(種類)”を選択し

たら同じレコードの”単価”を「商品 1 の単価」フィールドに自動で入力するように初期値を

設定できます。 

※ 「花マスター」データポケットには、品名・単価などを事前に登録しています。 

  

「販売リスト」データポケット 

レコード選択フィールドで 

「花マスター」データポケットの 

「品名(種類)」を参照 

「花マスター」データポケット 

Platio アプリの入力シーン 

タップして 

花マスターの 

品名(種類)一覧を表示 

タップ 
 

花マスターの 
レコードから 

単価を自動で 

初期値に設定 

初期値を 

設定したフィールド 

商品 1 の品名一覧 
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各アプリのフィールド一覧とプロパティの設定は下図のようになっています。 

 

「販売リスト」データポケット 

「販売リスト」データポケットの「商品 1」 

レコード選択フィールドで 

「花マスター」の 

「品名(種類)」を参照 

「花マスター」データポケット 

①初期値の「レコード選択」を選択 

②同じデータポケット内の 

レコード選択フィールドから参照先を選択 

③対応するフィールドから参照先を選択 

レコード選択フィールド 

初期値で 

「商品 1」で選択した 

レコードの「単価」を 

自動で設定 

「販売リスト」データポケットの「商品 1 の単価」 
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❻ 説明 

データポケットのレコード入力画面で、フィールド名の下に表示されます。入力時のヘルプ

のように使えます。 

記述した場合、Platio アプリのデータポケット画面のフィールドで下図のように表示されま

す。 

 

説明プロパティに文字列を入力すると、説明を表示するシーンを指定する表示オプションが

表示されます。 

 

表示オプションでは以下を指定できます。 

表示 データポケットの表示シーンで説明を表示します。 

入力 データポケットの入力/編集シーンで説明を表示します。 

両方 データポケットの入力/編集/表示シーンで説明を表示します。 

 

 

  

データポケットのレコード入力 

説明は、フィールドの名前 

の下に表示されます 

「表示」オプションをクリック 
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❼ エラーメッセージ 

テキストフィールドの正規表現プロパティや数値フィールドの最小値/最大値プロパティの

ように入力する値を制限したり、メールアドレスや URL のように標準化仕様に従った形式

があったりする場合、Platio アプリのデータポケット画面のフィールドで、決まった形式で

はない値が入力されると「有効な値を入力してください。」のように既定のエラーメッセー

ジが表示されます。 

 

 

エラーメッセージを記述した場合、下図のように既定のエラーメッセージの代わりに表示さ

れ、入力時の警告メッセージのように使えます。 

 

※ エラーメッセージが長文の場合、折り返して表示されます。 

 

 

  

データポケットのレコード入力 

既定のエラーメッセージ 

データポケットのレコード入力 

タップすると全文が表示

されます 
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❽ 色 

データポケットのレコード入力・表示・編集画面と一覧画面で、フィールドの表示文字の色

を指定できます。 

指定した場合、Platio アプリのデータポケット画面で下図のように表示されます。 

 

Platio Studio のフィールドプロパティでは「色」プロパティをクリックします。 

 

色プロパティでは以下を指定できます。 

なし 色を指定しません。 

固定色 指定した色で文字を表示します。 

条件 フィールドに対して、条件によって指定した色で文字を表示します。条件に一致した場

合と、一致しなかった場合の色を指定できます。条件は複数指定できます。 

式 Platio式で指定した色で文字を表示します。 

  

データポケットのレコード入力 

フィールドの表示文字が 

指定した色で表示されます 

データポケットのレコード一覧 

バインディングで設定した 

表示文字も色で表示されます 

「色」プロパティをクリック 



ページ | 17  

 

固定色 

「固定色」を選択して、表示された「×」アイコンをクリックします。 

表示されたパレットで色をクリックしてパレットから選択するか、色コードで指定します。 

 
 

条件 

「条件」を選択して、表示された「条件を編集」アイコンをクリックします。 

条件の編集画面で条件を指定するには、左から「フィールド」「条件」「色」を指定しま

す。 

右の「＋」をクリックすると次の条件が追加され、複数の条件を指定できます。 

 
  

クリアするときは 

「×」をクリックします 

条件を追加するときは 
「＋」をクリックします 
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条件の対象にするフィールドを選択します。設定するフィールドとは別のフィールドも対象

にできます。 

 

例えば、下図では「管轄局」テキスト選択フィールドに文字列「管轄局 3」が入力された場

合、このフィールドの文字を「赤」で表示し、それ以外の場合に「黒」で表示します。 

 

色は初期設定で赤、黒に指定されています。クリックすると色を変更できます。 

「＋」をクリックして複数の条件を設定できます。 

 

条件の判定は、指定したフィールドの型によって表示される内容が異なります。 

 

  

条件を削除するときは 
「×」をクリックします 
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【文字列型】 

条件式の判定には以下を指定できます。 

 に等しい 

 に等しくない 

 未指定 

 

 

【数値型】 

条件式の判定には以下を指定できます。 

 より小さい 

 以下 

 に等しい 

 以上 

 より大きい 

 に等しくない 

 未指定 

 

 

  

フィールドが文字列型 

フィールドが数値型 
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【真偽値型】 

条件式の判定には以下を指定できます。 

 真 

 偽 

 未指定 

 

 

【日付型】 

比較対象にカレンダーアイコンが表示されます。クリックしてカレンダーから日付、時刻を

指定できます。（下図は日付フィールドの例です。） 

 

 

 

 

  

フィールドが真偽値型 

クリックして 

カレンダーを表示します 

クリックすると 
日付をクリアします 

フィールドが日付型 
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条件式の判定には以下を指定できます。 

 より前 

 以前 

 に等しい 

 以降 

 より後 

 に等しくない 

 未指定 

 

 

【オブジェクト型】 

条件式の判定には以下を指定できます。 

 未指定 

 

 

  

フィールドが 

オブジェクト型 
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式 

「式」を選択して、表示された色フィールドに Platio 式を記述します。 

 

例：あるフィールドと別のフィールドに同じ値が入力されたときに赤で表示、それ以外は黒で表紙 

cxxxxxxx == cyyyyyyy ? "#FF0000" : "000000" 

 

Platio 式については、画面のヘルプリンクまたはミニガイド「計算フィールドと Platio

式」を参照してください。 

 

色コードは、色選択画面で色の上をマウスオーバーして確認することもできます。 

 

 

 

 

 

  

https://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol05.pdf
https://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol05.pdf
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❾ 背景色 

データポケットのレコード入力・表示・編集画面と一覧画面で、フィールドの背景色を指定

できます。 

指定した場合、Platio アプリのデータポケット画面で下図のように表示されます。 

 

Platio Studio のフィールドプロパティでは「背景色」プロパティをクリックします。 

設定方法は前項の「❼ 色」と同じです。前述の手順を参照してください。 

 

 

  

データポケットのレコード入力 

フィールドの背景色が 

指定した色で表示されます 

データポケットのレコード一覧 

割り当てで設定した 

フィールドも色で表示されます 
指定した色で表示されます 

「背景色」プロパティをクリック 
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❿ 条件付き表示 

このプロパティを使う前に、「スイッチ」フィールドと「レコード選択」フィールドを理解

してください。「レコード選択」フィールドについて詳しくは、ミニガイド[レコード選択

フィールド]を参照してください。 

ここで指定した条件を満たしたときに、データポケットの入力シーンでフィールドが表示さ

れます。条件を満たさない場合、フィールドは表示されません。 

必要の無いフィールドを表示しないことで入力時に迷うことがなく入力の負担軽減になりま

す。 

 

 

  

https://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol02.pdf
https://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol02.pdf
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「条件付き表示」プロパティをクリックして条件のタイプを選択します。 

 

 

スイッチフィールド 同じデータポケット内のレコードに「スイッチ」フィールドがある場合に、ここで選択し

た「スイッチ」フィールドがレコード入力時にオンにしたときに、このフィールドを表示し

ます。 

※ このフィールドより前（アプリでの表示位置は上）にスイッチフィールドがあると

分かりやすく入力できます。 

例）「状況確認」スイッチフィールドがオンの場合にのみ、状況詳細を入力する

フィールドを表示する。 

レコード選択 同じデータポケット内のレコードに「レコード選択」フィールドがある場合に、そこで参

照している別のデータポケット内にある「スイッチ」フィールドがレコード入力時にオン

のときに、このフィールドを表示します。 

※ すでに別のデータポケットで登録済みの情報が参照されます。 

例）店舗情報を管理している別のデータポケットで、レコード選択により店舗名

を選択したときに、店舗が「ビル店舗」スイッチフィールドがあり、かつオンで登録さ

れている場合にのみ、フロア選択フィールドを表示する。 

条件 フィールドに対して、条件によって表示するしないを指定します。条件に一致した

場合と、一致しなかった場合の表示を指定できます。条件は複数指定できます。 

例）勤怠連絡のデータポケットで、報告内容のテキスト選択で「遅刻」を選択し

た場合にのみ、出社予定時間を入力する時間フィールドを表示する。 

式 同じデータポケット内のフィールドの値を、Platio式を使って判定した結果が真の

ときに、このフィールドを表示します。 

 

以下に例を使って図示して説明します。 

 

 

  

「条件付き表示」プロパティをクリック 
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スイッチフィールド 

例：「危険地域情報」テンプレート 

「危険種別」「詳細説明」「危険度」などの危険情報のフィールドを、「危険地域情報」

データポケットの「危険の有無」スイッチフィールドをオンにしたときに自動で表示される

ように設定できます。 

 

Platio アプリの入力シーン 

フィールド一覧 

「条件付き表示」プロパティの設定 

「危険種別」などのフィー

ルドは、「危険の有無」

をタップしてオンに 

すると表示 

条件付き表示で「スイッチフィールド」 

を選択して、同じデータポケット内の 

スイッチフィールドから参照先を選択 
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レコード選択 

例：「店舗品質管理」テンプレート（機能追加） 

「店舗品質管理」データポケットの「店舗名」フィールドは、別の「店舗一覧」データポ

ケットに登録している「店舗名」を参照するレコード選択フィールドになっています。 

 

ここで、「店舗品質管理」データポケットの「店舗名」フィールドで、「店舗一覧」データ

ポケットの”店舗名”を選択したら同じデータポケット内の「ビル店舗」スイッチフィールド

を参照して、オンの場合に「店舗品質管理」データポケットで「フロア選択」フィールド自

動で表示するように設定できます。 

※ 「店舗一覧」データポケットには、店舗名などを事前に登録しています。 

 

「店舗品質管理」データポケット 

レコード選択フィールドで 

「店舗一覧」データポケットの 

「店舗名」を参照 

「店舗一覧」データポケット 

Platio アプリの入力シーン 

別の「店舗一覧」データポケットから 

レコード選択して参照した店舗の 

「ビル店舗」がオンの場合に 

同じデータポケットの「フロア選択」を 

自動で表示 

店舗一覧データポケット 店舗品質管理データポケット 
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各アプリのフィールド一覧とプロパティの設定は下図のようになっています。 

 

「店舗品質管理」データポケットの「フロア選択」 

「店舗品質管理」データポケット 

「店舗品質管理」データポケットの「店舗名」 

レコード選フィールドで 

「店舗一覧」の 

「店舗名」を参照 

「店舗一覧」データポケット 

①初期値の「レコード選択」を選択 

②同じデータポケット内の 

レコード選択フィールドから参照先を選択 

③対応するフィールドから参照先を選択 

レコード選択フィールド 

「店舗名」で選択した 

レコードの「ビル店舗」がオンの

場合に表示するように設定 



ページ | 29  

 

条件 

「条件」を選択して、表示された「条件を編集」アイコンをクリックします。 

条件の編集画面で条件を指定するには、左から「フィールド」「条件」「表示/非表示」を

指定します。 

右の「＋」をクリックすると次の条件が追加され、複数の条件を指定できます。 

 
 

設定方法は前項の「❼ 色」の「条件」と同じです。前述の手順を参照してください。 

 

  

条件を追加するときは 
「＋」をクリックします 
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例：「勤怠連絡」テンプレート 

「出社予定時間」時間フィールドは、「報告内容」テキスト選択フィールドで「遅刻」を選

択したときに表示するように設定できます。 

 

 

  

Platio アプリの入力シーン 

フィールド一覧 

「条件付き表示」プロパティの設定 

出社予定時間は 

報告内容で“遅刻”を 

選択すると表示します 

報告内容が”遅刻”の場合に 

表示 

それ以外なら非表示 
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式 

「式」を選択して、表示された式フィールドに Platio 式を記述します。 

 

Platio 式については、画面のヘルプリンクまたはミニガイド「計算フィールドと Platio

式」を参照してください。 

 

 

 

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/support/guide 
 
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://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol05.pdf
https://plat.io/ja/support/guide/platio_mguide_vol05.pdf
https://asteria.com/mng/login
https://plat.io/ja/support/guide
https://plat.io/
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免責事項 

 

本資料の内容は、情報提供を唯一の目的とするものであり、マテリアルやコード、機能を提供す

ることを確約するものではありません。アステリアの製品開発計画および今後の製品リリースの内

容や時期は、さまざまな要因によって変化する可能性があります。本資料の内容は、あくまで参

考情報とさせていただきますこと、ご了承ください。 

 

アステリア株式会社 


