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Platio式 
Platioアプリでフィールドに入力した値を参照して、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。また、結果を判定してフィールドの色や表示を変えたりするこ
とができます。 

このような計算を記述するために Platio式という仕組みを使い、データポケットのフィー
ルドプロパティや検知の条件など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、下記 URLの Platio開発者ドキュメント「Platio式」を参照してくだ
さい。 

http://doc.plat.io/api/ja/ 
 
《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、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 

http://doc.plat.io/api/ja/
http://doc.plat.io/api/ja/
http://doc.plat.io/api/ja/


 

ページ | 3  

 

データビューアーでの初期値と計算フィールド 
計算フィールドや初期値の設定は、Platioアプリのデータポケットで入力したときに自動で
計算して値が設定されます。 

データビューアーでデータポケットのレコードを作成したときは自動で計算されません。 

データビューアーでレコードを作成した場合、作成した後に、Platioアプリで同じレコード
を編集すると（編集シーンでレコードを開くと）自動で計算されます。編集シーンでレコー
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。 

 

フィールドを非表示にする 
Platio式を使うフィールドを非表示にしたい場合、シーンのフィールドを「計算」にしま
す。 

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 Platio式の値は設定
されません。シーンでフィールドを非表示にして Platio式の値設定したい場合は、「計
算」を選択します。 

 
 

Platioで扱う式 
Platio式以外で、Platioで扱う式には Platio式テンプレートとレコード検索書式がありま
す。それぞれ Platio式とは記述形式が異なります。詳しくは各ドキュメントを参照してく
ださい。 

 Platio式テンプレート 

http://doc.plat.io/api/ja/exprTemplate.html 
 レコード検索書式 

http://doc.plat.io/api/ja/search.html 
 

フィールドは非表示で、 

初期値を設定する場合 

http://doc.plat.io/api/ja/exprTemplate.html
http://doc.plat.io/api/ja/search.html
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フィールド ID 
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フィールド IDを利用しま
す。フィールド 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。 

《フィールド IDの例》 

c825b92d 
 
フィールド 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。 

 
フィールド IDは、ミニアプリの開発者向け情報でも参照できます。 

※ 開発者向け用語ではフィールド IDのことをカラム IDといいます。 

 
  

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 ID の一覧 
を表示します。 

Platio Studio：データポケット一覧画面 

クリックして展開 
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Platio式の記述例 
Platio式については、下記 URLの Platio開発者ドキュメント「Platio式」で説明していま
す。 

http://doc.plat.io/api/ja/ 
 
ここでは、よく使われる記述について解説します。 

※下記の Platio式中の cabc1234、cxyz5678はフィールド IDの例です。 

 

演算子 
使用できる演算子、関数についてはドキュメントの「演算子」を参照してください。 

http://doc.plat.io/api/ja/expr.html#演算子 

 

三項演算子 

「条件」の後に疑問符?、続いて「条件が真の場合の値 : 条件が偽の場合の値」を記述しま
す。条件の結果によって値を設定することができます。 

 
例 1：計算系フィールド 

テキスト生成フィールドに、スイッチフィールドがオンのとき”出席”、オフのとき”欠席”を
設定する 

cabc1234 /* スイッチ */ ? “出席” : “欠席” 

 
また、フィールドに値が設定されているかどうかにも判定できます。 

cabc1234 /* テキスト */ ? “完了” : “未完了” 

 
例 2：計算系フィールド 

偽の場合に、さらに条件を記述していくこともできます。 

テキスト生成フィールドに、数値フィールドが 10なら”棚 A”、20なら”棚 B“、それ以外
は”棚 C”を設定する 

cabc1234 /* 数値 */ == 10 ? " 棚 A" : cabc1234 /* 番号 */ == 20 ? "棚 B" : “棚 C”  

 

http://doc.plat.io/api/ja/
http://doc.plat.io/api/ja/
http://doc.plat.io/api/ja/
http://doc.plat.io/api/ja/expr.html#%E6%BC%94%E7%AE%97%E5%AD%90
http://doc.plat.io/api/ja/expr.html#%E6%BC%94%E7%AE%97%E5%AD%90
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例３：計算系フィールド 

値を設定しない場合は「undefined」と記述できます。 

日時計算フィールドで、スイッチフィールドをオンにしたときに現在日時を設定、オフの場
合は値を設定しない 

cabc1234 /* スイッチ */ ? "now" : undefined 

 

複数条件（&&、||） 

複数の条件を指定するときは&&、||演算子を使います。 

 
例 1： 検知など 

数値が 50以上 100以下ならば真(true)の条件式 

cabc1234 /* 数値 */ >= 50 && cabc1234 /* 数値 */ <= 100 

 
例２：検知など 

50以下または 100以上ならば真(true)の条件式 

cabc1234 /* 数値 */ <= 50 || cabc1234 /* 数値 */ >= 100 

 
例３：フィールドプロパティで色指定 

フィールドの値が"A"でかつスイッチフィールドがオフの場合に赤にする式 

cabc1234 /* テキスト */=="A" && ! cabc1234 /* スイッチ */ ? "#FF0000" : "" 
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定義済み関数 
使用できる定義済み関数についてはドキュメントの「定義済み関数」を参照してください。 

http://doc.plat.io/api/ja/expr.html#定義済み関数 

 
例１： 

複数テキスト選択で選択された個数 

count( cabc1234 /* 複数テキスト選択 */ ) 

 
例２： 

複数行テキストに入力された不要な改行や空白を消去 

replace(cabc1234 /* 複数行テキスト */,/\n|\r\n|\r|\s/g,"") 

 

日時/日付/時間の扱い 
日時/日付/時間フィールドを処理・計算する場合、値を各フィールド型に合わせて扱いま
す。ここでは型について説明します。 

日時の加算減算の例は、ドキュメント「定義済み関数」の addDate関数を参照してくださ
い。 

http://doc.plat.io/api/ja/expr.html#adddate 
 
  

http://doc.plat.io/api/ja/expr.html#%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E6%B8%88%E3%81%BF%E9%96%A2%E6%95%B0
http://doc.plat.io/api/ja/expr.html#%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E6%B8%88%E3%81%BF%E9%96%A2%E6%95%B0
http://doc.plat.io/api/ja/expr.html#adddate
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日時 

日時フィールドの日時データは日時型です。 

日時計算フィールドには日時型のデータが設定されるように計算式を記述します。 

 
・addDate関数以外で計算するとき 

number関数を使って数値型に変換してから計算します。 

計算した結果（数値型）を日時型に戻すときには parseDateTime関数を使います。 

 
・文字列との変換 

日時型からテキスト（文字列型）に変換するには formatDateTime関数を使います。 

文字列型から日時型に変換するには parseDateTime関数を使います。 

※文字列との変換をするときには、タイムゾーンに注意してください。 

 
例：「2022年 04月 01日 09:00」の形式にする場合 

formatDateTime(cabc1234 /* 日時 */ , "YYYY年 MM月 DD日 HH:mm") 

 

日付 

日付フィールドの日付データは YYYY-MM-DD形式で記述します。 

（YYYYは西暦年、MMは月、DDは日） 

計算するときは parseDate関数を使って日時型に変換して扱います。 

例：「2022年 04月 01日」の形式にする場合 

formatDateTime(parseDate(cabc1234 /* 日付 */), "YYYY年 MM月 DD日") 

 

時間 

時間フィールドの時間データは HH:mm:ss形式で記述します。 

（Hは時間、mは分、sは秒） 

計算するときは、文字列を切り出して扱うか、または日付の文字列を追加して parseDate
関数を使って日時型に変換して扱います。 
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初期値、色、条件付き表示 
フィールドプロパティの初期値、色、条件付き表示などで Platio式を使って値を設定した
り条件を記述したりすることができます。 

 
初期値、色、条件付き表示について詳しくは、ミニガイド「フィールドプロパティ概要」を
参照してください。 

・ミニガイド「フィールドプロパティ概要」 

https://plat.io/ja/wp-
content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf 
 
  

https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf
https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf
https://plat.io/ja/wp-content/themes/platio/pdf/support/guide/platio_mguide_vol01.pdf
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計算フィールド 
ここから計算フィールドについて説明します。 

カテゴリー「計算」には 9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。 
URL生成 他のフィールドの値から URL 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。 
スイッチ計算 他のフィールドの値からオン・オフ値を計算します。 
日時計算 他のフィールドの値から日時を計算します。 
日付計算 他のフィールドの値から日付を計算します。 
時間計算 他のフィールドの値から時間を計算します。 
期間計算 他のフィールドの値から期間を計算します。 
位置計算 他のフィールドの値から位置を計算します。 

 

 
  

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 計算系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(フィールド ID)」の形式で

一覧が表示されます。フィールド名をクリックすると以下の形式でフィールド IDが自
動挿入されます。/* */で囲まれた部分はコメントの扱いになり、計算には影響しませ
ん。 
フィールド ID /* フィールド名 */ 
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④ Platio式を記述します。 

 
 
次から Platio式の例を説明します。 
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【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 

フィールド 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 



 

ページ | 14  

 

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 

フィールド
 

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：「派遣社員勤怠管理」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た結果の[勤
務時間]フィールドから、[実労働時間]テキスト生成フィールドに結果の値を表示します。 

※ [勤務時間]フィールドはアプリ画面では非表示になっています。 

 
 
  

Platio Studio：フィールドプロパティ 

フィールド ID 値の Platio式：勤務時間の結果をフォーマットして生成 

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 
[実労働時間]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 1：「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 

フィールド 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 2：「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 

フィールド 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 1：「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 

フィールド 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 
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例 2：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 

フィールド 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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【期間計算フィールド】 
 

例 1：「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で計算した[勤務時間]
フィールドの値から、[休憩時間]フィールドの値を引いた結果を、[労働時間計算]フィール
ドに設定します。 

※ [勤務時間]フィールド、[労働時間計算]フィールドはアプリ画面では非表示になってい
ます。 

 
 
 
 

Platio Studio：フィールドプロパティ 

フィールド ID 値の Platio式：勤務時間から休憩時間を引いた期間を計算 

Platio アプリ：レコード入力 

[勤務時間]フィールドと 
[労働時間計算]フィールドは非表示 
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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/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 

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 

https://asteria.com/mng/login
https://plat.io/ja/support/guide
https://plat.io/
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