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はじめに Introduction

株式会社トリロジーは、外貨取引による資産運用
をお考えの一般投資家および事業法人の皆様に、
有益な情報のご提供を目的とした会社です。

投資家の皆様への継続支援を通じて金融立国に貢
献いたします。

本資料は、弊社製品の広告のために作成されたも
のです。

巻末にお申し込みURLか記載されていますの
で、弊社の考え方やトレートスタンスにご理解、
ご納得をいたたいた方のみお申し込みくたさい。

著作権 Copyright

本書 「自動売買ソフト(EA)の評価方法につい
て」（以下、本書と略す）は、著作権法で保護さ
れた著作物です。本書の著作権は、株式会社トリ
ロジーに帰属します。取り扱いについては、以下
の点に十分ご注意くたさい。

著作権者の書面による許可なく、本書の一部また
は全部をあらゆる手段（紙媒体、電子媒体、映像

媒体、音声等）により、複製、流用、および転
載、オークションなとで転売をすることを禁じま
す。著作権侵害を行なった場合は、5年以下の懲
役または500万円以下の罰金に処せられ、このよ
うな侵害行為か法人等の従業員により法人等の業
務として行なわれた場合には、当該法人等に1億5
千万円以下の罰金か科せられます。（著作権法
119条）

使用許諾 License agreement

本契約は、本書を入手した個人または法人（以
下、甲とする）と著作権者（以下、乙とする）と
の間で合意した契約です。本書を甲か受け取った
時点で、甲はこの契約に合意したものとみなし
ます。

第1条（契約の目的）
本契約に基つき、乙か著作権を有する本書に含ま
れる情報において、甲の非独占的使用権を許諾す
るものです。本書は、投資判断の参考となる情報
を目的としたものであって、投資勧誘を目的とし
たものではありません。

第2条（禁止事項）
本書に含まれる情報は、著作権法によって保護さ
れています。甲は乙による許可なく、本書から得
た情報の一部あるいは全部の一般公開（紙媒体、
電子媒体、映像媒体、音声等）を禁じます。公開
には出版、公演および電子メール等で の配信お
よびホームヘージでの公開も含みます。違反行為
を発見した場合には、弁護士を通じての法的手段
によって解決いたします。

たたし、本書を第三者へ無償譲渡することに乙の
許可は必要ありません。

第3条（契約の解除）
乙により甲か本契約に違反したと判断された場
合、乙は事前の通告なく非独占的使用権許諾契約
を解除できるものとします。

第4条（損害賠償）
甲か本契約の第2条に違反した場合、本契約の解
除にかかわらす、甲は乙に対する違約金として、
一律38万円を支払うものとします。

第5条（免責）
本書は外国為替証拠金取引の情報として、高い有
益性かあるものと確信していますか、その性質
上、正確性および甲の利益を保証するものではあ
りません。実際の投資にあたっては、投資者であ
る甲自らの責任において行うものとします。本書
に記載の方法に従って甲か投資を行い損害か発生
しても、乙は損失金額の補填および弁済その他一
切の責任を負わないものとします。
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P.8

バックテスト結果を考察する。
その「真の見方を解説」
StrategyTester Report を見ることで、その性
能の大部分は把握することか可能。

目次 Contents

P.4

エクイティカーブから、EAの
「性格」と「性能」を簡易評価
MT4バックテスト（Strategy Tester Report）
の資産増減曲線（=エクイティカーブ）から、あ
る程度EAの性格と性能を推察する。

P.14

破産確率を計算。
勝率とヘイオフレシオ？
もうひとつエクスポージャーの比率か必要とな
ります。

P.12

フォワート成績公開は必須。
詳細ロジックまで丸裸
「バックテストはあてにならない」との否定論者
を生み出す背景とは。

P.16

S.T.レポート、myfxbookで、
様々なEAの分析評価
本書の上位レポート、「自動売買ソフト(EA)の評
価方法について Middle class」へ続く。

P.17

本書のまとめ。
最低限の確認事項！
EA評価方法とその選択基準を12項目にまとめま
した。

http://www.trgy.co.jp/
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資産曲線 Equity curve 

MT4バックテスト（=Strategy Tester
Report）の資産増減曲線（=エクイティカーブ）
からたけでも、ある程度そのEAの性格と性能を
推察することかできます。

グリットタイプとトレートタイプ、共に我々の
EA運用には欠かせないモノですか、実はこれら
以外にも一見きれいな右肩上かりのエクイティ
カーブを「演出しているEA」かあります。

これらは実運用では全く通用しないモノかほとん
とですので、それらを掴まされないよう、その違
いについて具体例を挙げ、以下に解説します。

（グリットタイプとトレートタイプの定義）

我々の自動売買運用では、EAの種別をグリットタイプとトレートタイプの２つに大別しています。
グリットタイプEAは、複数のエントリー・ポイントに対して紐付けられたひとつのイグジットで構成され、
エントリーの精度よりはむしろロットコントロール（=ベッティング）に主眼をおいて運用成績をつくるト
レート手法です。
ナンピンやピラミッディングに加え、マーチンゲールなとのベッティングにもルールかあるモノと言い換え
ることもできます。

対してトレートタイプEAとは、エントリーとイグジットか一対となっているものを指します。
レンジ逆張り、トレント追従、スキャルピング、スイング等々、様々な言いまわし、細かな部分で取引手法
は異なるように思いますか、ここではエントリーとイグジットか一対となっていれば、それらはすべてト
レートタイプとします。 

エントリーの精度を高めることにより、または損益比と勝率のバランスで資産を増やしていくモノ、あるい
はその両方です。
グリットタイプとは異なり、利益を積めるモノであれば容易に複利効果を狙えることか特長です。

ex.1
一般的な勝率重視、利小損大のエクイティカーブ
はこのような形状。

利食いか極端に小さいことから小刻みにゆっくり
上かり、大きな損切りで一気に下げる形状はその
特徴を示しています。

未来の相場で結果を出すために行うのかバックテ
ストですか、勝ちのデータに大きく偏り、負けト
レートの分析かなされていないこのテスト結果の
価値は小さいといえます。
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ex.2
利小損大もこのレベルになると、損かほとんと存
在しません。

それにしても、800戦オーバーで2敗は酷い。

成績の良かった部分たけを切り出しているのか、
あるいは負けトレートのヒストリカルデータか欠
損しているのか、または故意にそうしているの
か、疑ってしまうレベルです。

ex.３
一見、長期間の評価で結果か出ているように見え
ますか、複利効果の悪用、直近の相場に過度に
フィッティングすることで、右肩上かりを演出し
ている典型的な例。

2次曲線的なエクイティカーブと比例して増加す
るロット数（下に緑色の棒グラフで表示）か特
徴。

初期ロットと最終ロットの差か数十倍？？

年単位の成績を見ると、ワークしているのは直近
1年程度というのか一般的です。

ex.4
エントリーポイントを吟味しすぎの例。

エクイティカーブはきれいな右肩上かりですか、
テスト期間（4年）に対して、縦軸のスケールか
小さすぎます。（11%増　＠3%／年）

テスト期間に対して極端にエントリー回数か少な
いため、EAの優劣を議論するレベルに達してい
ません。

当然、実使用には耐えられないと思います。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
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ex.5
おそらくその期間以外通用しないという理由か
ら、このEAかワークした極めて短期間の部分た
けを切り出し、見せている例。

一般的に、為替相場においてPF（≒優位性）か
2.0を超えるものは、十分な回数を評価できてい
ない、あるいは少し甘い評価をしていると考えた
ほうか賢明です。

結果か出ているEAでも、これらは試行回数（分
母）不足に尽きます。

参照：PF基準値の計算　
http://www.k22fx.com/24/beginner13.html

ex.6
典型的なナンピン＋マーチンゲール手法を用いた
時の右肩上かりの、、、もう曲線ではなく直線で
す。

過度なフィッテイングを見分ける方法は、初期
ロットと公開されている最後のナンピンロットの
倍率。

このサンプルの場合、ロットか単純に2倍。

この値か大きければ大きいほとパラメータの条件
出しは容易で、反して未来相場には通用しにくく
なる傾向かあります。

ex.7
利益の何倍もの含み損を抱えるタイプ。

エントリーとイグジットか一対ではないため、
チャートの青線（確定損益）と緑線（評価損益）
の乖離か大きい。

このタイプのEAは、真の Maximal drawdown
（=ポジション保有中の含み損最大値）を把握で
きないため、最大リスク（スタートロットの決
定）を決めることか困難です。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
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ex.8
最後に、ほぼ理想的なエクイティカーブの例もご紹介しておきます。

緑の棒グラフか表示されていないので、ベッティ
ングのルール（自動複利、マーチンゲール他）は
なく、自身で行えることかわかります。

右肩上かりではありますか、全ての相場でワーク
するEAなと存在しません。
不得意な相場も確認できます。

エクイティカーブのギザギザとその大きさから、

適度な勝ち負けを繰り返していることか観察でき
ます。

比較的大きい資産の増減を確認できることから、
最適なスタートロットを決定することかできま
す。

バックテスト期間に対して、適当なトレート回数
と資産の増加か確認できます。

以上ここまで、未来の相場に通用する可能性か高いモノはとれなのか、同じ右肩上かりでもその違いかお分
かりいたたけたかと存じます。

「玉石混淆」、「味噌もクソも一緒」のこの業界、本書か皆様のEA選びの参考になることを願っています。

Strategy Tester Report　の見方に続きます。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
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B.T.レポート Strategy Tester Report

MT4のバックテストにより作成される Strategy
Tester Report について説明します。

EAを購入し運用せすとも、これを確認するたけで、
その性能の大部分を把握することかできます。

※仮にStrategy Tester Report を公開しないEAか

あるとしたら、それは購入すべきではありません。

下にそのサンプルと、確認すべき各項目について
の観察順を、その重要度と共に列記します。

※あくまでも個人的な意見ですか、重要度を数字で
示しました。

⑦

①
④

⑧

⑤

②

③

⑥

はじめに、Strategy Tester Report か、評価に
値するものか否かを、ます　⑥テスト期間　と、
⑤トレート回数　で判断します。

共に期間か長いほと、また回数か多いほと、単純
にそれらは良いレポートたということになりま
す。

次に、⑦Modelling quality　と　⑧Mismatched
charts errors　か、それぞれ　90％　と　0　
であることを確認します。

たたし、この数字の許容範囲はケースバイケース
であり、詳細は割愛、他の解説書に任せます。

⑥使用タイムフレーム　は、あまり短いもの
（ex.M1,M5）や、長すぎるもの（ex.H4,D1）
は、実使用に耐えることか出来ないため、避ける
べきです。

余談になりますか、短い時間足で稼働させるEA
は、そのエントリー／イグジットを、確定してい
ないテクニカル指標を用いてリアルタイムで判定
するものか多く、バックテストでは、スリッヘー
ジや未約定といった実トレートで起こる事象の評
価はできません。

これかバックテスト結果とフォワート成績に、比
較的大きな差か生まれる理由の一つとなります。

⑨

http://www.trgy.co.jp/
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②平均利益／平均損失　と　⑨ロット数　から、
それぞれの平均pipsに換算することかできます。

この平均利益と平均損失の差か、あまり大き過ぎ
るEAも実使用に耐えられません。

また、pips換算の平均損益から、使用通貨ヘアの
平均スプレットとの比率は見ておいたほうかいい
でしょう。

例えば、平均利益か10pips程度のEAでは、取引
ごとにかかる手数料の割合か20％前後となってし
まいますので、これを超える優位性を確保し、右
肩上かりにすることは不可能です。

取引ルール（勝率と損益比、判定方法）によって
は、バックテスト結果とフォワート成績の差はさ
らに拡かります。

※このような薄利EAのエクイティカーブか右肩上
かりであれば、それは大きなトローダウンをまた評
価できていない場合か多いと考えられます。

①プロフィットファクター（以下、PFと略す）
は総利益(Gross proft) ÷ 総損失(Gross loss) で
求められる値です。

計算式からもわかりますように、その値か1.0よ
り大きければ、そのEAの収支はプラス、逆に1.0
未満ならマイナスになります。

PFはEAの良否判定に重要な数字ですか、その値
は単に大きい程いいというものではありません。

例えば、2.0を超えるような場合、そのEAは過大
評価されているたけであると考えます。

これは、利益か損失の2倍となるような優位性
は、ほぼランダムウォークを示す為替相場には存
在しないとの考えからです。

偶然発生し得るPFの範囲（バラつき）は、ト
レート回数に大きく依存し、その判断基準とし
て、下のような計算値を得ることかできます。

Total Trades 10 20 30 60 100 150 200 300 500 800 1200 2000 3000

PF 4.26 2.56 2.11 1.68 1.49 1.38 1.32 1.26 1.19 1.15 1.12 1.09 1.07

上表はそれぞれのトレート回数によって、その
PF値以上であれば「そのEAは為替相場において
確率的優位性を保つ」と言うことを示していま
す。

［偶然発生し得るPFの最大値］
　=(n+1.96*SQRT(n))/(n-1.96*SQRT(n))

※nはトレート回数。セルを指定することで、excel
で計算できます。
※定数「1.96」は、危険率か2.5(%)であることを
示しています。

しかしこの評価でも、トレート回数かあまりに少
な過ぎるバックテスト結果の場合、そのEAを評
価しきれていないと言わざるをえません。

当方かEAを設計評価する場合の目安は、トレー
ト回数500回以上です。それぞれの偶然起こり得
るPF値に対して、とれたけのマージンを有して
いるのかで優劣の判断をしています。
これに関しては、次項で具体例を示して詳しく述
べていきます。

次に　③勝率　ですか、これは勝ちトレート数
(Proft Trades) ÷ 総トレート数(Total Trades)
で求められる値です。

勝率は、テクニカル指標の組み合わせやフィルタ
リングにより、エントリー（イグジット）の精度
を高めることで向上させます。

たたし、この値も大きければ大きいほと良いEA
というものでもありません。

勝率は、損益比と密接な関係かあります。

高勝率に設計されたEAは、通常損益比か上か
り、利小損大となるか、あるいは期間に対して取
引数か少ないEAとなってしまいます。

高勝率と利大損小を同時に実現することは、極め
て難しいことで、当方はこれらか同居することは
ないとの考えを持っています。

EAの持つ確率的優位性（≒PF）は、この損益比
と勝率のバランスで成り立っています。

また、勝率か高くなると上記「偶然発生し得る
PF最大値」の誤差か大きくなり、その取り得る
範囲か拡かってしまいます。

つまり、高勝率のEAではこの評価による優位性
の確認かできないということになります。

偶然発生し得るPFの最大値

http://www.trgy.co.jp/
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仮に勝率80％のEAを設計した場合、信頼性の高
いヒストリカルデータは有限ですので、そのデー
タから得られる「負けトレート数」か少なくなっ
てしまいます。

これは統計データとして扱う母数か減ることであ
り、EAロジックの設計開発にとっては致命的で
す。
将来の資産運用を託すべく作られるはすの、EA
本来の役割を果たすことは出来ません。

当方はそんなEAを見かけると、いつも「作者自
身かライブ口座で使っていないのでは？」と邪推
してしまいます。

未来で結果を残すことかできるEAの常識的な勝
率は、35％〜65％と考えています。

最後に、④Maximal drawdown　です。

この値はもちろん小さいに越したことはありませ

んか、狙う利益率と拮抗関係にありますので、
ロット数を下げることでとのようにでも調整する
ことか可能です。

すなわち、初期資金かいきなりロスカットとなら
ないよう、資金管理を行うために把握しておくべ
きものと理解しております。

例えば、④Maximal drawdown　で導かれた値
の2倍、3倍の未来相場を想定しておく、あるい
は、他のEAとともにEAポートフォリオ運用する
という感じでしょうか。

④Maximal drawdown　は、決済後の値しか確
認することかできません。つまり、保有中ポジ
ションの含み損最大値は未評価なので、真のト
ローダウンは確認できていませんか、エントリー
／イグジットか一対のトレートタイプでは、それ
ほと心配する必要はありません。

逆に、エクイティカーブ青線緑線か乖離し易い
ベッティングルール含むEAは注意か必要です。

Strategy Tester Report の取引履歴からも、多くの情報を得ることかできます。
取引履歴の具体例と考察を示します。

sample-1

① 取引時間から、足確定での判定はなく、リ
アルタイム判定であることかわかる。

② S/L（損切）オーダーかない。

③ 公開前（パラメータ抽出、開発中）のバッ
クテストデータと、公開後（ロジック、パ
ラメータ確定後）のフォワートテストに差
か出るタイプ。

④ ベッティングルールはないか、同方向に同
時２ポジション保有していることから、ス
タートロットはそれを考慮する必要あり。

⑤ 利益は相場に合わせた利食いではなく、固
定値を採用。

⑥ 損益比はかなり大きく、長期でワークしに
くい利小損大のタイプ。

⑦ 保有時間に比べ、エントリー間隔か広い。

sample-2

① 取引時間から、5分足確定で判定している
ことかわかる。

② 利小損大、勝率重視のため、長期稼働で相
場に合わなくなる。勝率か下降してきた時
に要注意。

③ ベッティングルールはなく、同方向に同時
２ポジション保有。

④ 相場に合わせた利食いと損切り。

⑤ S/L、T/Pもエントリー後に同時発注。

⑥ エントリーポイントを吟味しすぎのため、
トレート回数は少なめ。

　　　　　

sample-1

sample-2

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
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　　参考

Strategy Tester Report の評価は以上です。

実際にEAのバックテストを自身で行なうことを
オススメします。

具体的なやり方は、他のサイトにお任せするとし
て、下にバックテストにおける注意点と、参考サ
イトをご紹介します。

●そのStrategy Tester Report に用いたヒストリカル
データは信頼できるのか？

●MT4のヒストリカルセンターから入手したデータ
は、スパイク（ノイズ）、非連続性か多く使えないこと
は有名。

●ヒストリカルデータの信頼性確認は、MT４にデフォ
ルトで搭載されている "Period Converter" というスク
リプトを用いて、M1データよりH4データを作成し、
チャート上で、目視検査すべきである。

●テストに用いたスプレットは把握しているのか？
当然スプレットで成績は大きく変わる。

●テスト環境を別業者のMT4でも確認すべき。

●バックテスト方法
http://goo.gl/Wk7hes
http://goo.gl/ltNG8t

●ヒストリカルデータ取得
http://goo.gl/LlMU59
http://goo.gl/W9dwAL
http://goo.gl/uJD8lp
http://goo.gl/NOLCwB

●EAフォーラム紹介
http://goo.gl/40w8G4

　　注意

sample-3

sample-3

① 取引時間から、足確定での判定はなく、リ
アルタイム判定であることかわかる。

② S/Lオーダーはあるか、実際の薄利に対し
て現実的ではない数値か与えられている。

③ 損切りも小さいか、利益はさらに小さく、
スプレット負けする。

④ 損益比はかなり大きく、長期でワークしに
くい利小損大のタイプ。

⑤ バックテストデータと、フォワートテスト
の差か大きい。

⑥ ベッティングルールはないか、同方向に同
時複数のポジション保有。その保有ルール
かわからないと、リスク管理は不可能。

⑦ 利食いも損切りも相場に合わせたもので
◯。

⑧ トレート回数は多い部類。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
http://goo.gl/Wk7hes
http://goo.gl/ltNG8t
http://goo.gl/LlMU59
http://goo.gl/W9dwAL
http://goo.gl/uJD8lp
http://goo.gl/NOLCwB
http://goo.gl/40w8G4
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フォワート myfxbook

EAのフォワート成績（=リアルフォワートテス
ト）公開は必須です。デモ口座、ライブ口座での
公開を確認しましょう。

さらにEAのロジックによっては、ウォークフォ
ワートテスト（=EA公開後のStrategy Tester
Report）との差か大きいモノか多々あります。

これか、EAの「バックテストはあてにならな
い」との否定論者を生み出す背景となっているの
かと想像します。

右図は、フォワート成績公開サイトで最も有名な
myfxbookです。以降この見方を列記します。

（２つのフォワートテスト方法について）

①ウォークフォワートテスト
　例えば過去5年間の4本値データを保有している場合、その4年分を用いてEAを最適化し、使用していない
残り1年分で確認する方法。カーブフィッティングの度合いを開発段階で確認することかできる。

②リアルフォワートテスト
　完成したロジックとパラメータで実際にトレートシステムを使用して確認すること。前者に比べ、信頼は
高いように感じるか、確認に時間かかかることか欠点。

■　情報　／　チャート

・損益、トローダウン、残高
・ブローカー、レバレッジ、口座タイプ
・エクイティカーブ、1日の取引ロット数
なとを確認。

■　トレーディング（Browser）

・日、週、月、年　それぞれの増減
・エントリー／イグジットポイント
なとを確認。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
http://www.myfxbook.com/members/W2C_Dixie/w2c-dixie-ver100/906545
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■　詳細統計（歩み） ／ トレーディング活動
（保有） ／ 月次分析

・取引数、勝敗、平均勝利、平均損失、ベストト
レート(pips)、ワーストトレート(pips)、平均ト
レート時間、PF
・保有中のポジション
・月次分析
なとを確認。

■　詳細統計（期間） ／ トレーディング活動
（履歴）

・期間、取引履歴
なとを確認

例えば右図では、期間（取引期間と損益の関係）
か100h、+4%〜-2%にほとんとか収まっている
こと。

また横軸2d（=2日）を超える場所にプロットさ
れたトレートは、週またぎのものであり、今のと
ころそのほとんとか大きな利益となっていること
なと。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
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破産確率 Bankruptcy probability 

W2C-Matthew　の破産確率を下に例示します。皆様お使いのEA、およびストラテジーの資金と
稼働ロットの決定にお役立てくたさい。

ますバルサラの破産確率（下図）ですか、紹介さ
れた表には誤りかあります。

多くのwebサイトや報告書で、これまで誤解され
そのまま紹介されておりますのでご注意くたさ
い。

破産確率は、勝率とヘイオフレシオ（=平均利益
額÷平均損失額の倍率）たけでは解を求めること
か出来ません。

もうひとつエクスポージャーの比率（=毎回の取
引で証拠金の何パーセントを使うのか）か必要と
なります。

http://goo.gl/7qp6yR
こちらヘージに破産確率を求めるための方程式の
紹介記事かあります。

繰り返しになりますかポイントは、エクスポー
ジャーか無いと破産確率か求められないというこ
とです。

上記を踏まえ、3000回超（1400勝1700敗）の
バックテストデータ量を誇る我々のEA、

バックテストから導かれたヘイオフレシオと、レ
ポートに示したイニシャルデポジット1万ト
ル、0.2ロット（2万トル）スタートでの破産確率
は、0.000％となりました。

次に上は、最大トローダウンに合わせてイニシャ
ルデポジットを減らし再計算させたものです。

さすかに3％前後の値となってしまいましたか、
逆にこれたけのリスク（1回の負けで7.53％のト
ロー）をとっても、破産確率は3％しかないと言
い換える事かできるのかもしれません。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
http://www.trgy.co.jp/wp-content/uploads/W2C-Matthew_rep.pdf
http://goo.gl/7qp6yR
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（勝率・ヘイオフレシオと破産確率）

勝率85％を超えるもので、ヘイオフレシオか0.25以上あれば、破産確率は「ゼロ」とはなりますか、
勝率か高いということは、当然その根拠となった負け数か勝ち数に比べ極端に少なくなっていることを意味
します。

この場合、それか統計データとして扱えるものなのかとうかを見極めるという別の選択基準も必要となるか
と思います。

計算に用いるヘイオフレシオを、ある程度信頼性の高いものにするためには、母数として最低200は欲しい
ところですか、
例えば、勝率か90％のEAとなると、2000回の試行回数でやっと200回の負けトレートを蓄積できるレベル
になってしまいます。

これは1日1回のトレートをコンスタントに行うEAでも、8年分という長期間のデータを必要としますので、
実使用という意味において現実的ではなくなってしまいます。

当方は、高い勝率のEAを設計する努力自体か、相場に向かう姿勢に逆行していると考えています。

従いまして、トレートタイプEA開発の目安として、勝率は40〜60％に収まるものか最適であると考えてい
ます。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
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具体例 Example

具体例として有名なEAの評価も試みましたか、
本書の想定する汎用度合いを鑑みて、それらは
「自動売買ソフト(EA)の評価方法について
Middle class」に譲ります。

弊社ユーザー様で、もし必要な方かいらっしゃ

いましたら、お手数ですか、氏名を添えてご連絡
くたさい。

たたし、EAを特定できる情報は、開発者に配慮
し伏せてあります。
ご了承いたたける方のみお申込みくたさい。

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
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最後に Last

ここまでのEA評価方法とその選択基準をまとめ
ます。

●バックテストデータ（≒Strategy Tester
Report）か公開されていること。

●バックテスト評価期間か長く、トレート回数も
多いこと。

●PFか1.0以上2.0未満であること。

●エントリー／イグジットのタイミングか足の切
り替わりであること。

●平均利益と平均損失のバランスを考慮した上
で、異常な高勝率ではないこと。

●勝ち負けの回数に大きな偏りかないこと。

●Maximal drawdown値として現れないエクイ
ティカーブ青線と緑線の乖離か、目視では確認で
きないほと小さいこと。

●フォワート成績（ex. myfxbook、fx-on.com
等）か公開されていること。

●自身でバックテストする場合は、ヒストリカル
データの中身も確かめること。

●複数のMT4、複数のヒストリカルデータで比較
検証すること。

●年度毎のバックテストデータを取得すること。

●同一期間のリアルフォワートテストとウォーク
フォワートテストを比較し、公開前バックテスト
結果の信頼性と、今後の実使用でのマージンを確
認すること。

レポートはこちら　W2C-Dixie_rep.pdf
お申し込みはこちら　http://w2c-dixie.com/

●本ソフトの販売／サポートは、金商法第37条の3に定
める書面、及び法第37条の4に定める書面の契約なく行
うことかできません。

●お手数ですか、販売ヘージの「契約締結前交付書面に
ついて」をご一読いたたき、「購入申請フォーム」よ
り、氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアトレス
をご記入の上、お申込み下さい。

●本EAは予め申請されたリアル口座1つ、およびデモ口
座1つでの稼働か可能です。

●株式会社トリロジー　近畿財務局長（金商）第372号
一般社団法人日本投資顧問業協会加入

●取引に係るご注意及び契約締結前交付書面を十分にご
理解いたたき、お客様ご自身の判断でお取引くたさい。

●店頭外国為替証拠金取引の額）は、その取引について
お客様か預託すべき証拠金の額に比べて大きく、通貨価
格変動や通貨間の金利差調整額及びロスカットルール等
により損失か生じる恐れかあり、お客様の預託している
証拠金を上回るおそれかあり元本保証ではありません。

　　Before 　Disclaimer

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
http://goo.gl/M0Sj2M
http://w2c-dixie.trgy.co.jp/
http://www.trgy.co.jp/wp-content/uploads/W2C-Dixie_rep.pdf
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投資助言・代理業登録業者/財務省近畿財務局長(金商)第372号
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
一般社団法人日本投資顧問業協会会員/会員番号022-00269
http://www.jiaa.or.jp/profle/kaiin.html

http://www.trgy.co.jp/
mailto:info@trgy.co.jp
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.jiaa.or.jp/profile/kaiin.html
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