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集計フィールドとは 

Platio アプリで入力して収集した数値データは、自動集計するデータポケットを作成してお

くことで合計値、平均値やデータの件数などをリアルタイムで表示・確認することができま

す。また、収集したデータの最新情報（数値、テキスト、日時、位置）をすぐに確認するこ

とができ、現場の作業状況の把握が容易にできます。 

 

集計処理 

Platio のデータポケットで収集したデータを、別のデータポケットで参照して集計処理を行

います。同じミニアプリ内のデータポケットが処理の対象になります。 

 

集計の処理を指定するために集計フィールドを使います。集計対象のフィールドを含む生成

元のデータポケットへレコードが追加・更新されたときに、集計フィールドを含む別の集計

用のデータポケットで自動集計して値が設定されます。 

《利用例》 

 Platio アプリで実施したアンケートの回収件数を表示する（収集したレコード件数を表

示） 

 配送報告から確認時点の現在地を表示する（収集したレコードから最新の地図データを

表示） 

 製造日報で報告された生産数から月ごとの生産数の合計や平均を集計して表示する（収

集したレコードの指定した数値フィールドの合計と平均を表示） 

 店舗ごとに報告されたキャンペーンの日売上の合計を集計して表示する（収集したレ

コードの指定した数値フィールドの合計を表示）※下図参照 

 

Platio で集計して表示する 

店舗名 報告日      キャンペーン名  売上 

池袋店 2019-03-10  新春        67000 

上野店 2019-03-10  新春        70000 

池袋店 2019-03-10  新入学      94000 

上野店 2019-03-10  新入学      90000 

池袋店 2019-03-20  新春        79000 

上野店 2019-03-20  新春        70000 

店舗キャンペーン日報のデータポケットのレコードリスト 

店舗名   キャンペーン名  売上合計 

池袋店   新春        146000 

上野店   新春        140000 

池袋店   新入学       … 

上野店   新入学       … 

集計を表示するデータポケットのレコードリスト 

報告用データポケット 集計用データポケット 

集計フィールドを使って 

合計を 

自動集計して表示 
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集計用のフィールド 

カテゴリー「集計」には 5 種類の集計用フィールドがあります。 

集計 別のデータポケットのレコードの数値を集計します。 

このフィールドでは以下のタイプを指定して集計します。 

 レコード数 

 合計 

 平均 

 標準偏差 

 最大値 

 最小値 

 最新値 

最新テキスト 別のデータポケットのレコードから最新のテキストを取り出します。 

最新日時 別のデータポケットのレコードから最新の日時を取り出します。 

最新日付 別のデータポケットのレコードから最新の日付を取り出します。 

最新位置 別のデータポケットのレコードから最新の位置を取り出します。 

 

Platio Studio：フィールド一覧 

クリックして展開 



 

ページ | 4  

 

集計処理を追加する 

集計処理を追加する、つまり集計用データポケットを作成するには、以下の流れで行いま

す。ここで合わせて、集計フィールドプロパティの名称（以下、太字）を説明します。 

実際の作成手順は後で図示して解説します。 

※ 「集計用データポケットを作成する」を参照してください。 

 

① 集計対象のフィールドを含むデータポケットを「生成元データポケット」と呼びます。

生成元データポケットで集計対象のフィールドを決めます（例：売上金額、生産数、な

ど）。このフィールドを「生成元の値」と呼びます。 

※ 集計のタイプが「レコード数」の場合は不要です。 

 

② 生成元データポケットで、キーとなるフィールドを決めます（例：店舗名、報告日、工

程名、など）。１つめのキーを「生成元の主キー」と呼びます。キーを２つにする場

合、２つめのキーを「生成元の副キー」と呼びます。 

 

 

③ 集計用データポケットを新しく作成します。 

生成元データポケットの「生成元の主キー」のデータを表示するため、「主キー」とな

る同じ型のフィールドを追加します。副キーを指定する場合は、同様に「副キー」とな

る「生成元の副キー」と同じ型のフィールドを追加します。 

 

生成元の値 

（集計対象） 
生成元の主キー 

生成元データポケット 

 

生成元の副キー 

集計用データポケット 

  
主キー 副キー 

    

集計フィールド 
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④ 集計用のデータポケットに、集計フィールドを追加します。 

⑤ 集計フィールドプロパティに、①～④の手順で確認した項目を設定します。 

 

※ １つのデータポケットに複数の集計フィールドを追加する場合は、それぞれの集計

フィールドで主キーと副キーは同じ設定にします。 

 

【集計の主キー／副キー】 

集計に使う主キー、副キーの参考例を示します。 

例えば、店舗ごとにキャンペーン単位の日売上を入力する報告用のデータポケットがありま

す。 

 

店舗単位で売上の合計を集計したい場合 

報告用データポケットを対象にして、「店舗名」フィールドを主キーに指定して「売上」

フィールドの合計を求める集計用データポケットを作成します。 

 
  

店舗名 報告日      キャンペーン名  売上 
池袋店 2019-03-10  新春        67000 
上野店 2019-03-10  新春        70000 
池袋店 2019-03-10  新入学      94000 
上野店 2019-03-10  新入学      90000 
池袋店 2019-03-20  新春        79000 
上野店 2019-03-20  新春        70000 

店舗キャンペーン日報のデータポケットのレコードリスト 

店舗名   売上合計 

池袋店   240000 

上野店   230000 

… 

集計を表示するデータポケットのレコードリスト 

報告用データポケット 集計用データポケット 

生成元の主キー 

 

(集計用の)主キー 
  

生成元の値 
  

集計フィールド 
  

生成元 

データポケット 
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店舗単位とキャンペーン単位で売上の合計を集計したい場合 

報告用データポケットを対象にして、「店舗名」フィールドを主キーに指定し、「キャン

ペーン名」を副キーに指定して「売上」フィールドの合計を求める集計用データポケットを

作成します。 

 

 

 

  

店舗名 報告日      キャンペーン名  売上 
池袋店 2019-03-10  新春        67000 
上野店 2019-03-10  新春        70000 
池袋店 2019-03-10  新入学      94000 
上野店 2019-03-10  新入学      90000 
池袋店 2019-03-20  新春        79000 
上野店 2019-03-20  新春        70000 

店舗キャンペーン日報のデータポケットのレコードリスト 

店舗名   キャンペーン名  売上合計 

池袋店   新春        146000 

上野店   新春        140000 

池袋店   新入学       … 

上野店   新入学       … 

 

集計を表示するデータポケットのレコードリスト 

報告用データポケット 集計用データポケット 

生成元の主キー 

 

(集計用の)主キー 
  

生成元の値 
  

(集計用の)副キー 
  

集計の結果 
  

生成元の副キー 
  



 

ページ | 7  

 

【キーのグループ化】 

作業日などを日時型や日付型のフィールドで登録している場合、主キーまたは副キーに該当

のフィールドを選択して年・月・日の単位にグループ化して集計することができます。 

 

例えば、店舗ごとにキャンペーンの日売上を入力する報告用のデータポケットがあります。 

 

全店舗で月単位で売上の合計を集計したい場合 

報告用データポケットを対象にして、「報告日」フィールドを主キーに指定し、各月でグ

ループ化して「売上」フィールドの合計を求める集計用データポケットを作成します。 

 

 

 

  

店舗名 報告日      キャンペーン名  売上 
池袋店 2019-03-10  新春        67000 
上野店 2019-03-10  新春        70000 
池袋店 2019-03-10  新入学      94000 
上野店 2019-03-10  新入学      90000 
池袋店 2019-04-10  新春        79000 
上野店 2019-04-10  新春        70000 

店舗キャンペーン日報のデータポケットのレコードリスト 

年月      売上合計 

2019-03   321000 

2019-04   149000 

… 

集計を表示するデータポケットのレコードリスト 

報告用データポケット 集計用データポケット 

生成元の主キー 

 
(集計用の)主キーを各月でグループ化 

  
生成元の値 

  

集計の結果 
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集計処理の動作 

生成元データポケットにすでにレコードを登録している場合、集計用データポケットを作成

して配布すると、すぐに集計処理が行われます。 

または、生成元データポケットにレコードが無い状態で、新規にレコードを追加した場合、

集計用データポケットですぐに集計処理が行われます。 

 

初回の集計処理では、集計用のデータポケットの「主キー」「副キー」となるフィールドへ

のデータの自動生成も同時に行われます。例えば、例のように店舗名が主キーの場合、店舗

名フィールドに”池袋店”や”上野店”のようなデータが自動で登録され、集計フィールドには

集計データが自動で登録されます。 

登録済の”上野店”に新しい報告日などで売上のレコードを追加したときは、すでに登録済

の”上野店”のレコードの売上の集計データが更新されます。 

 

また、新規に”品川店”のように「主キー」に登録されていないデータのレコードを生成元

データポケットで追加した場合には、集計用データポケットにも”品川店”のレコードが新規

で追加されます。 

 

店舗名 報告日      キャンペーン名  売上 
池袋店 2019-03-10  新春        67000 
上野店 2019-03-10  新春        70000 
池袋店 2019-03-10  新入学      94000 
上野店 2019-03-10  新入学      90000 
池袋店 2019-03-20  新春        79000 
上野店 2019-03-20  新春        70000 

店舗キャンペーン日報のデータポケットのレコードリスト 

店舗名   売上合計 

池袋店   240000 

上野店   230000 

 

集計を表示するデータポケットのレコードリスト 

報告用データポケット 集計用データポケット 

主キー 
データを 
自動生成 

集計 
データを 
自動生成 

主キー 

店舗名 報告日      キャンペーン名  売上 
池袋店 2019-03-10  新春        67000 
上野店 2019-03-10  新春        70000 
池袋店 2019-03-10  新入学      94000 
上野店 2019-03-10  新入学      90000 
池袋店 2019-03-20  新春        79000 
上野店 2019-03-20  新春        70000 

品川店 2019-03-21  新春       105000 

店舗キャンペーン日報のデータポケットのレコードリスト 

店舗名   売上合計 

池袋店   240000 

上野店   230000 

品川店   105000 

集計を表示するデータポケットのレコードリスト 

報告用データポケット 集計用データポケット 

データを 
自動生成 

追加 
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集計用データポケットを作成する 

生成元データポケットで集計対象となる「生成元の値」「生成元の主キー」、集計対象に応

じて「生成元の副キー」を決めたら、集計用データポケットを作成します。 

 

例として、店舗一覧から店舗を選択してキャンペーンごとの売上金額を登録する「実施報

告」データポケットがある場合に、集計用データポケット「店舗売上状況（管理）」を作成

して店舗単位で売上金額の合計を集計する手順を説明します。 

 

「実施報告」データポケットは以下のフィールドで構成されています。 

ここでは、生成元の値が「キャンペーン売上金額」、主キーが「店舗名」になります。 

※ 「店舗名」フィールドは、別の「店舗一覧」データポケットからレコード選択していま

す。 

 

 

 

  

例）「実施報告」データポケット 

生成元の値 

（集計対象） 主キー 
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① データポケットを追加します。ミニアプリのデータポケット一覧で「データポケットを

追加」をクリックします。 

 

 

② データポケットのタイプで「レコード管理」を選択して「追加」をクリックします。 

 

 

③ データポケット名を変更します。 

生成元の主キーと同じ型のフィールドを追加します。副キーがある場合、生成元の副キーと

同じ型のフィールドも追加します。 

 

 

 

  

ミニアプリのデータポケット一覧 

主キー 

同じ型のフィールドを追加 

データポケット名を変更 
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④ 集計フィールドを追加します。プロパティアイコンをクリックしてプロパティの画面を

表示します。 

 

 

⑤ 集計フィールドプロパティを設定して「完了」をクリックします。 

 

 

  

クリックしてフィールドプロパティを表示 

クリックすると選択可能な項目が表示されます 
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⑥ 一覧シーンの割り当てを設定します。設定アイコンをクリックします。 

 

 

⑦ 割り当てを選択して「完了」をクリックします。 

 

 

⑧ データポケットを保存します。 

 
  

クリック 

クリックすると選択可能な 

項目が表示されます 
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⑨ 画面右上の「配布」ボタンがクリックできるようになります。 

「配布」をクリックしてミニアプリを配布します。 

 

 

生成元データポケットにすでにレコードを登録している場合、集計用データポケットを作成

して配布すると、すぐに集計処理が行われます。 

または、生成元データポケットにレコードが無い状態で、新規にレコードを追加した場合、

すぐに集計処理が行われます。 

 

Platio アプリまたはデータビューアーでミニアプリへログインし、集計用データポケットで

結果を確認します。 
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主キーがレコード選択フィールドの場合 

ここでの作成例のように、生成元データポケットの主キー（店舗名）が別のデータポケット

（店舗一覧データポケット）から参照するような「レコード選択」フィールドの場合、集計

用のデータポケットでも同様に主キーには「レコード選択」フィールドを追加し、同じ選択

元データポケットで同じフィールドを指定します。 

 

 

  

店舗名の選択元データポケット 

集計の生成元データポケット 

作成した集計用のデータポケット 

同じフィールドを選択 

生成元データポケットの主キー 集計用のデータポケットの主キー 

同じ選択元データポケットのフィールドを追加 
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【キーのグループ化】 

年・月・日の単位で集計したい場合、日時型や日付型のフィールドを主キーまたは副キーに

選択してグループ化の項目で「年」「月」「日」のいずれかを指定します。 

 

この場合、集計用のデータポケットでキーに対応するフィールドの型は、以下を利用しま

す。 

グループ化 集計用データポケットのフィールド 

年 数値フィールド 

月 テキストフィールド 

日 日付フィールド 
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店舗名 報告日      キャンペーン名  売上 
池袋店 2019-03-12  新春        67000 
上野店 2019-03-12  新春        70000 
池袋店 2019-03-12  新入学      94000 
上野店 2019-03-12  新入学      90000 
池袋店 2019-02-17  新春        79000 
上野店 2019-02-17  新春        70000 

店舗キャンペーン日報のデータポケットのレコードリスト 

店舗名   年月      売上合計 

池袋店   2019-03   161000 

上野店   2019-03   160000 

池袋店   2019-02   79000 

上野店   2019-02   70000 

… 

集計を表示するデータポケットのレコードリスト 

報告用データポケット 集計用データポケット 

生成元の主キー 

 
副キーを各月でグループ化 

  
生成元の値 

  

集計の結果 

集計用データポケット：副キーの日時を「月」でグループ化 

： 

生成元の副キー 
  

副キーの 

テキストフィール

ド 

日付フィールド 

グループ化の単位を選択 

集計フィールド 
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集計カテゴリー 

 

【集計フィールド】 

別のデータポケットのレコードの数値を集計します。 

 

集計のタイプ 

集計処理は、合計／平均／標準偏差／最大値／最小値／最新値の算出を行うことができま

す。「集計」フィールドの「タイプ」から選択します。 

 

Platio Studio：フィールド一覧 

クリックして展開 

フィールドプロパティ 

クリックして展開 
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集計フィールドを使っているテンプレート 

 発注業務管理（合計） 

 店舗品質管理（平均） 

 キャンペーン管理（合計） 

 水位監視（最新値） 

 選挙出口調査（レコード数） 

 登山道変化報告（レコード数） 

 セミナー受付（レコード数） 

 ノベルティ管理（合計） 

 社内イベント管理（レコード数） 

 

 

  

https://plat.io/ja/features/plates/3787
https://plat.io/ja/features/plates/3937
https://plat.io/ja/features/plates/3814
https://plat.io/ja/features/plates/3832
https://plat.io/ja/features/plates/3866
https://plat.io/ja/features/plates/3988
https://plat.io/ja/features/plates/3731
https://plat.io/ja/features/plates/3746
https://plat.io/ja/features/plates/3985
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【最新テキストフィールド】 

別のデータポケットのレコードから最新テキストを取り出します。 

 

 

最新テキストフィールドを使っているテンプレート 

 オフィス資源管理報告 

 プロジェクト作業進捗管理 

 

  

Platio Studio：フィールド一覧 

クリックして展開 

https://plat.io/ja/features/plates/3991
https://plat.io/ja/features/plates/3872
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【最新日時フィールド】 

別のデータポケットのレコードから最新日時を取り出します。 

 

 

最新日時フィールドを使っているテンプレート 

 車両位置管理 

 不動産物件調査票 

 不動産店舗物件立地調査票 

 

 

  

Platio Studio：フィールド一覧 

クリックして展開 

https://plat.io/ja/features/plates/3900
https://plat.io/ja/features/plates/3979
https://plat.io/ja/features/plates/3982
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【最新日付フィールド】 

別のデータポケットのレコードから最新日付を取り出します。 

 

 

 

  

Platio Studio：フィールド一覧 

クリックして展開 
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【最新位置フィールド】 

別のデータポケットのレコードから最新位置を取り出します。 

 

 

最新位置フィールドを使っているテンプレート 

 車両位置管理 

 

以上で、説明は終わりです。 

 

 

 

 

 
  

Platio Studio：フィールド一覧 

クリックして展開 

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/features/plates/3900
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 
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