
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EXTRADER AT(オートスクリーニング) 

マニュアル 
 

 

■※ 注 意 ※■ 

 
本マニュアルは EXTRADER の利用方法や、 

パラメータ設定などの詳細を記載した内容となっております。 

 

また、本マニュアルはパソコンでの操作画面を基に解説を行っております。 

スマートフォン、タブレットで使用する際の画面とは表示が異なりますのでご注意ください。 
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■TradingViewの機能紹介 
 

「EXTRADER」を利用する際に使用する TradingViewの機能を紹介します。 

  

 

 
 

①全体のカラー変更 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

ここをクリックするとご自身のアカウントの設定変更や、TradingView全体のカラーの変更ができます。 

TradingViewの初期カラーは全体がホワイトカラーですが、「ダークカラーテーマ」をクリックすると、上図のように

黒を基調とした画面になります。 

ホワイトカラーの画面で各項目や利確ラインが見えにくい場合は、ダークカラーテーマへ変更してみましょう。 

 

②表示足単位・単位変更 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 現在表示中のローソク足の期間が表示されています。 

 ここをクリックすると、現在 TradingView でご参加のコースで使用可能な足の期間が選択できます。 

1秒～1日足で運用が可能ですが、利確損切ラインが見やすい 1～15分足での運用をご推奨しています。 

 

③インジケーター＆ストラテジーの挿入 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 お気に入りに登録した「EXTRADER」を株価チャートに挿入する際に使用します。 

 その他ご自身で使用したいインジケーターなども挿入できますが、他のストラテジーを同時に使用する事は 

 正常な取引の妨げとなる可能性があるのでお控えください。 

 

④表示チャート数とレイアウト・変更 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 現在表示中の株価チャート数とレイアウトを表示します。 

 ここをクリックすると現在 TradingViewでご参加のコースで使用可能なレイアウト(※)が選択できます。 

 自動売買で運用する際は、一度アラート設定をすると、株価チャートの表示や取組銘柄分のチャートを表示させ

なくても取引を行うことができますので、ご自身が使いやすいレイアウトをお選びください。   
（※ Pro：2画面、Pro+：4画面、Premium：8画面） 

 

「EXTRADER」と「Trading View」の機能解説 

② ③ ⑤ 

⑦

 ⑥

 

⑧

 

④ ① 
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⑤チャート設定 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

TradingViewは海外発のチャート分析ツールの為、 

ローソク足の色が「上昇＝青、下降＝赤」となっており、 

日本の一般的な表記とは逆になっております。 

 

ローソク足の色を変更したい場合、ここから 

シンボルを右図のように色を変更してください。 

 

色の変更したい場所をクリックすると、 

ご自身の好きな色に変更が可能です。 

変更後は「OK」とクリックしてください。 

 

 

⑥「EXTRADER」の設定 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

こちらから「EXTRADER」の各種設定や、アラート設定を行うことが出来ます。 

「EXTRADER」の文字をクリックすると、下記のアイコンが表示されます。 

     
 

各アイコンの機能は以下の通りです。 
 

＝チャートに表記されている「EXTRADER」の各種サインの表示/非表示を切り替えられます。 

＝「EXTRADER」の各種パラメータを設定、変更できます。 

＝「EXTRADER」をチャートから削除します。こちらを削除しても設定したアラートは消えません。 

＝主にアラートを設定する際に利用します。 

 

 

また、初期状態では EXTRADERのパラメータ数値が表記されていますが、 

チャート上の「EXTRADER」の上で右クリックを押し、 

「インジケーターの引数を表示」「インジケーターの値を表示」 

のチェックを外すと、右図のように数値の表記が消えます。 

 

 

 

※ パラメータの設定方法 ※ 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

のアイコンをクリックすると、右図のようなポップアップが 

表示されます。 

 

EXTRADERの各種パラメータを設定・または変更したい場合

は、図の赤枠で囲われている『パラメータ』で設定・変更を行

います。 

 

TradingViewの仕様によっては初期状態で『スタイル』など、

別の項目が表示される場合もありますが、その際は『パラメー

タ』をクリックすることで、パラメータの設定・変更を行うことが

出来ます。 
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⑦アラート編集・アラート履歴 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

アラートを設定したらこの場所に設定したアラートが表示されますが、各アラートの上で右クリックを行うと、 

アラートを削除したり、一時停止することが出来ます。 

 

また、配信したアラートの履歴を「アラートログ」で確認することが出来ます。 

アラートの項目は  のマークをクリックすることで表示/非表示が可能です。 

 
 

⑧ストラテジーテスター 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

TradingViewでは、実際の取引を行わなくても、「もし投資をしていたらどのくらい利益が出ていたか？」と言う 

仮想による運用での結果を見ることが出来る【テスト運用（バックテスト）】が可能です。 

このテストを行う場合は 1秒～1分足でのチャート表示をご推奨します。 

（※ 各銘柄の板状況などの影響により、実際の取引と若干ずれる場合があります） 

 

 
 

■上図の取引で出た利益（銘柄購入金額に対する利益率）はトレード一覧の こちら に表示されます 

上図では買い付け金額に対し、+0.97％の利益が出たことを示しています。 

 

現物での取引の場合は、この利益から約定代金に応じた現物手数料の差し引き分をご自身でご計算ください。 

 

ストラテジーテスターは実際の取引をしながら確認することが出来ます。 

 

 

株価チャート上で左クリックを押しながら右へカーソルを動かすと過去のチャートを閲覧することも可能なため、 

EXTRADERのエントリー開始日を過去に設定することで、株価チャートで表示可能な範囲内であれば 

過去のデータに遡って結果を表示することも可能です。 

 

パラメータを変更することで、変更内容にともなった結果が表示されるため、過去の自分の取引を振り返り、 

「もし、違うパラメータで取引をしていたら、どのくらい損益が違っていたか？」 

というような検証をすることも可能です。 

 

検証を繰り返し、ご自身の銘柄選定と投資スタイルに合ったパラメータを見つけ出す際にお役立てください。 
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■各 EXTRADERによるパラメータの違い 

 

EXTRADERのパラメータは大きく分けて 8種類のセクションに分かれておりますが、お使いの EXTRADERや 

バージョンによって搭載されているセクションや、セクション内のパラメータが変わります。 

 

ご利用されるパラメータの ON、OFFを切り替えたり、実質的に効果無効の数値を入力されるなどすることで、 

ご自身の投資スタイルに合わせた機能を組み合わせてご利用ください。 

 

【搭載パラメータセクション一覧】 

 

■トレードモード    ■トレーリングストップ 

■表示     ■《Ａ》25、75MA反発 5MA突破狙い 

■基本エントリー    ■《B》エリオット波動第３波狙い 

■エントリー制限    ■《C》大髭続伸・続落狙い 

■エグジット条件 

  

 

■パラメータ解説によく使われる用語集 

 

エントリー ：株を購入することを指します。空売りの際も同様です。 

 

ポジション ：保有株のことを指します。買いの場合は買いポジション、空売りの場合は売りポジションと表します。 

 

利確  ：利益を確定の決済注文を指します。 

 

ロスカット（損切） ：損失を確定の決済注文を指します。 

 

MA  ：移動平均線を指します。5MA＝5日移動平均線、25MA＝25日移動平均線となります。 

 

VWAP  ：出来高加重平均価格を指します。一般的にはその日の高値掴みを防ぐため、大口投資機関などは 

  ：VWAP付近で取引を行う事が多いとされている基準線です。 

 

4本値  ：ローソク足の「高値、安値、始値、終値」の総称です。 それぞれは以下を指します 

  ：「高値：その日の最高値」「安値：その日の最安値」「始値：その日の寄付きの株価」 

  ：「終値：その日の 15時の株価（当日の場中では現在値を指します）」 

 

場中  ：相場が開いている日中の時間帯内（9～11時 30分、12時 30分～15時）を指します。 

 

ローソク足本体 ：株価チャートのローソク足の、ローソク本体の部分（上下の線ではなく、実態の部分）を指します。 

 

髭  ：株価チャートのローソク足の上下についている線の部分を指します。 

 

 

  

「EXTRADER」パラメータ解説 概要 
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【メモ】 

 

現設定に関する内容など、メモを入力出来ます。売買への影響はないので、空欄でも自動売買は機能します。 

 

【決算日回避】 

 

 入力した日のエントリーを回避します。 

 

 

 

 

 

【手数料】 

 

手数料の料金設定が約定金額によって分かれておりますので、ご自身がご利用されている取引口座手数料に合わ

せた数字をご入力ください。 

 

【エントリー開始日】【時間】 【エントリー終了日】【時間】 

 

「エントリー開始日」「時間」に入力した日時以降にエントリーを行います。取引を開始したい日時をご入力ください。 

≪入力例≫2012 年 3 月 2 日 9 時 2 分と入力する場合 ⇒ 日：20120302 時間：902 

 

 

【開始日当日限定エントリー】 

 

 こちらを「ON」にすると、「エントリー終了日時」に関係なく「エントリー開始日時」以降はエントリーを行いません。 

 

 

【リアル／バックテスト】 

 

実際にトレードを行う際の「リアルトレード」と、現在設定しているパラメータで過去の勝率や利益率を見る際の 

「バックテスト」で、こちらのパラメータを切り替えます。 

 

■リアルトレード ：実際の投資を行う際は必ずこちらをお選びください。 

※リアルトレードモードでは、配信ミス防止のため 2回決済アラートが配信されます。  

 

■バックテスト ：TradingViewに表示している株価チャートが 1秒足～9分足までの場合。 

 

■バックテスト 1日足確認 ：表示足が 1日足の場合 

 

【後追いアラート配信間隔(秒)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

リアルトレードで配信ミス防止のため 2回配信される決済アラートの、配信時間の最低間隔を秒で入力します。 

1分足以上の足で利用する場合は「0」を入力すると次の足、「1～59」で 2つ先の足で配信されます。 

 

※バックテストの利益率を見る際の注意※ 

 

ストラテジーテスターでのエントリー条件を満たしたかどうかは、表示足の終値ベースで判定されます。 

また、注文タイミングは「条件を満たした足の次の足で注文を行う」という仕様になっております。 

その為、バックテストでは 1分足表示の場合は 1分後、1時間足の場合は 1時間後にエントリーがずれ込むため 

表示足が大きければ大きいほど実際のトレード結果と差異が生じる可能性が高まりますのでご注意ください。 

 

チャートを表示させながら、リアルタイムに株価が動いている際にエントリー・決済条件を満たした場合は、 

バックテストにおいても実際のトレードと同じタイミングで結果が表示されます。 

【１】トレードモード 
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【エントリー選択】 

 

 買いエントリーのみでなく、売りエントリーも選択できます。 

 

■OFF  ：エントリーを行いません。 

■買い  ：買いエントリーのみを行います。現物口座をご利用の方は必ずこちらをお選びください。 

■空売り  ：売りエントリーのみを行います。現物口座をお使いの場合や、対象銘柄が非貸借銘柄や 

   ：空売り・信用規制対象銘柄の場合はエントリーが行われません。 

 

■買・空売   ：買い・売りエントリーを行います。現物口座をお使いの場合や、対象銘柄が非貸借銘柄や 

信用規制対象銘柄の場合はエントリーが行われません。 

 

※他のパラメータセクションで空売り条件を入れていても、このパラメータで「空売り」「買・空売」を選択して 

いない場合は、空売りは行われません。 

 

 

【《A》25、75M 反 5MA 突破狙い】【《B》エリオット波動第 3波狙い】【《C》大髭続伸・続落狙い】 

 

パラメータセクションの「オート銘柄スクリーニング」で設定した各エントリー・決済条件を利用するかしないかを 

切り替えるスイッチです。 

エントリー条件は 3つ併用可能で、その場合はどれか一つの条件を満たした場合にエントリーを行います。 

 

■OFF ：各パラメータのエントリー・決済条件を利用しません。3 つ全て「OFF」にしておくとエントリーは 

行われません。 

■ON ：各パラメータごとのエントリー・決済条件を利用します。 

 

 

 

 

 

 

【オート銘柄スクリーニングエントリー条件 表示】 

 

オートスクリーニング【《A》25、75M 反 5MA 突破狙い】【《B》エリオット波動第３波狙い】【《C》大髭続伸・続落狙い】

いずれかの条件を満たしている場合のチャート上の背景色の表示・非表示を切り替えます。 

 

【日足移動平均線 表示】 

 

5、25、75 日移動平均線の表示・非表示を切り替えます。（5MA=水色、25MA=橙色、75MA=緑色） 

 

【表示足移動平均線 表示】 

 

表示中の足の 5、25、75 本移動平均線の表示・非表示を切り替えます。（5MA=水色、25MA=橙色、75MA=緑

色） 

  

【２】表示 
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前日以前の株価推移などは考慮せず、主に日中の株価の動きの中での基本的なエントリー条件を入力する 

セクションです。 

 

 

【エントリーモード】 

 

日中の株価チャート表示足の条件などでエントリーをする基本条件を選択します。 

 

■指定時間   ：一つ下のパラメータ「指定時間」に入力した時間から 14 時 59 分 59 秒までの間に 

エントリーを行います。 

 

■寄り付き MA  ：株価チャートに表示されているローソク足を基準に、寄り付きから指定本数分の 

ローソク足終値株価の平均値が VWAP（売買高加重平均価格）を超えていれば 

買い、以下であれば売りエントリーを行います。 

 

 

≪例≫表示足種「1 分足」、当日寄付き「9 時 10 分」、寄付き判断 MA「25」の場合 

⇒24 本目、9 時 34 分の時点の終値平均が VWAP を超えていれば買い、 

VWAP 以下であれば売りエントリー。 

 

 

■新値足（=）  ：指定の新値足が指定の本数続伸（陽線）、続落（陰線）した瞬間エントリーを行います。 

新値足はチャート上にオレンジのボックスを「続伸（陽線）」、緑色のボックスを 

   「続落（陰線）」として表示します。 

なお、新値足判定は毎日寄り付きから計算し始めます。 

 

 

 ≪例≫基準新値足「3」、連続新値足エントリー「3」の場合 

   ⇒新値【3】本足（※）が【3】つ続伸、続落した場合にエントリー。 

 

 
 

 

 

 

■新値足（<=） ：指定の新値足が指定の本数以上続伸、続落し続けたらエントリーを行います。 

   ：「新値足（=）」では、条件を満たした瞬間に他の条件を満たしていないとエントリーを 

：行いませんが、「新値足（<=）」では、条件本数以上続伸、続落している間に他の条件 

：を満たすとエントリーすることが出来ます 

 

 

 

 

【３】基本エントリー 

 

 

緑のボックスが 3 つ続いたので「空売り」 

オレンジのボックスが 3 つ続いたので「買い」 
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≪例≫基準新値足「3」、連続新値足エントリー「3」設定時 

株価が VWAP（中央灰色のライン）を上抜く事をもう一つのエントリー条件としている場合。 

 

 
 

 

 

【新値足スタート時間】 

 

新値足計算し始める時間を入力します。新値足は「基準新値足」に入力した足数から表記されるため、 

エントリーは最低でも入力時間から「基準新値足」に入力した足数分後から行います。 

 

【基準新値足】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

新値【 】本足に設定するかを入力します（※デフォルトは 3） 

 

【連続新値足数】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

エントリー条件の新値足連続更新本数を入力します（※デフォルトは 3） 

 

 

 

※新値 3本足とは※ 

 

株価の上昇・下降のトレンドを把握するためのテクニカル分析の一種で、過去ローソク足 3本分の高値を超えた 

場合は陽線（オレンジ色）、安値を超えた場合は陰線（緑色）とし、反転や続伸のサインとして利用されています。 

 

「時間指定」では、日中の値動きが下落の最中でも買いエントリーを行いますが、新値足を利用することで、 

反発や上昇基調を確認してからエントリーをする効果が期待できます。 

 

また、「連続新値足エントリー」を「1」とすると反発サインが出たらすぐにエントリーを行いますが、一度だけ反発の 

サインの陽線を付けても、再び下落し始めるなどの「騙し」の動きも多いのでご注意ください。 

 

もっとも、「値動きが無い場合は新値足が更新されない為エントリーが行われない」「値動きを確認してからの 

エントリーなので初動が遅れる」などのデメリットもあるため、エントリーモードは用途によって使い分けましょう。 

 

尚、後ほど解説のある「エントリー制限」セクションのパラメータや、日足テクニカル条件と組み合わせることで、 

更に利益追求のためのエントリータイミングを図る事も可能です。 

 

 

 

  

3 本更新時に VWAP の下にあるので、（=）ではエントリーしない 

3 本更新以降に株価が VWAP の上を推移したので 

(<=)ではここでエントリーする。 
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日中内の株価推移の中でエントリーを行う際に、さらに条件を絞り込むための制限を設けるためのセクションです。 

主にデイトレードなどで、日中に設定する場合に利用するパラメータとなっています。 

 

 

【最大エントリー回数】 

 

1回の条件設定に対してのエントリー回数を何回まで行うかを設定できます。 

1度設定して回し続ける際は、デフォルトの「上限無し」のままでお取り組ください。 

 

  

【同日再エントリー】 

 

一度利益確定、損切を行ったその日に、もう一度エントリーをするかどうかを制限することが出来ます。 

利益確定後、再びエントリーすると高値掴みになる場合や、損切後に再エントリーして、更に損を拡大する事を 

防ぐ目的などで使用する機能です。 

 

■OFF ：日中、銘柄を保有していない状態でエントリー条件を満たした場合、全てエントリーを行います。 

■ON ：当日、エントリー前に決済が行われている場合はエントリーがキャンセルされます。 

 

 

【VWAP基準エントリー】 

 

VWAP(灰色の線)に対して現在値が上を推移しているかでエントリー条件を決める機能です。 

ONにすると以下の設定が適用されます。 

 

買いエントリー ⇒ 現在値 ＞ VWAP 

売りエントリー ⇒ VWAP  ＞ 現在値  

 

 

【許容 GapUp率(％以下)】【許容 GapDown率(％以上)】（効果無効数値：-30、30） 

 

前日の終値から当日の寄付きが設定した％内でない場合はエントリーしない機能です。 

前日からあまりにも値が飛んで始まったらその日は取引をしないようにしたり、前日値より高く寄り付かないと 

取引をしないようにするためなどに使用します。 

 

≪例≫ ・前日終値より低い価格で寄り付いたらエントリーしない場合 

     許容 GapUp率(％以下)＝「100」 許容 GapDown率(％以上)＝「0」 

 

・前日終値より高い価格で寄り付いたらエントリーしない場合 

     許容 GapUp率(％以下)＝「0」 許容 GapDown率(％以上)＝「-100」 

 

 

 

【日々エントリータイム】 

 

毎日のエントリー時間を設定する機能です。 

他のエントリー条件を満たしていたとしても、指定時間範囲外ではエントリーは行いません。 

 

【日々開始時間(時分)】【日々終了時間(時分)】（入力可能：900～1459） 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

毎日のエントリーが可能な時間帯を入力します。 

開始時間前や終了時間を超過していた場合にはエントリーを行えません。 

【４】エントリー制限 
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【日経 225参照 キャンセル騰落率】 

 

エントリーを行う際、日経平均株価の前日比騰落率が指定の％を超えていた場合、買い・売りエントリーのどちらかを 

キャンセルする機能で日経平均が上がり過ぎた当日は「同方向のエントリー（買い）を行わない」 

「逆方向のエントリー（売り）を行わない」などの制限がかけられます。 

 

「翌日」を選択すると次の日のエントリーにキャンセルが適応されます。（前日上げ過ぎたので買いはキャンセルなど） 

（※注意※ この機能はバックテストでは 1日後に反映されてしまう為、リアルトレードのときのみご利用ください。） 

 

【騰落率(％)】（入力可能：0～100） 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

前日終値から上昇・下落のどちらかで入力値を超えた場合に指定したエントリーがキャンセルされます。 

 

 

【出来高・売買代金】 

 

前日、または前日以降の過去 10日間の「出来高」「売買代金」をエントリー条件として指定できます。 

 

【出来高 ●万円以上】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

「入力した数値×1万」を条件とし、指定した期間の出来高が入力条件を満たした場合のみエントリーを行います。 

 

【売買代金 ●千万円以上】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

「入力した数値×千万円」を条件とし、指定した期間の売買代金が入力条件を満たした場合のみエントリーを行いま

す。 

 

 

 

 

トレーリングストップ以外での利益確定・ロスカット(損切)決済の条件を設定します。 

 

トレーリングストップでの決済はどのような銘柄でも一律に含み損益によって決済が行われますが、このセクションの機能

を利用することで、一日の平均値幅がどのような銘柄でも、ある程度銘柄に合ったロスカット設定などが行えます。 

 

 

【翌日以降利確チェック時間】（入力可能：900～1459） 

 

エントリー翌日より、入力時間に指定の含み益を超えていたら決済を行います。 

入力時間の前後に含み益条件を満たしていても、入力時間に満たしていなければ決済は行われません。 

 

【翌日以降利確判断含み益(％)】（効果無効数値：99999） 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

「翌日以降利確チェック時間」に確認する含み益です。 

 

 

【強制決済発動日数】 

 

ポジションを保有し続ける上限日数を入力し、上限日当日に含み損益は関係無く必ず強制決済を行う機能です。 

利確・損切条件を満たさない銘柄を保有し続ける機会損失を防ぐなどに利用します。 

「1」と入力すると当日決済、「2」と入力すると翌日となります。（入力日数に上限はありません）。 

 

【強制決済発動時間】（入力可能：900～1459） 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

入力強制決済日当日に入力時間になると強制的に決済されます。 

【５】エグジット条件 
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トレーリングストップとは、一定の含み益に達したら自動的に利益確定する株価ライン（逆指値）を設定し、その後は 

株価推移に合わせて利確ラインを引き上げてくれるシステムです。 

また、ポジションを保有したら自動的に損切ラインを設定することも可能です。 

（※トレーリングストップの詳しい解説は P.14をご参照ください。） 

 

EXTRADERでは 6つのトレーリングストップを設定することが可能となっているため、損失を抑え、利益を確保し、上値を 

取り切ることに最大限活用していきましょう。 

（※手数料が「0」以外の数値が入力されている場合は手数料分を加味した株価で決済注文を発注します。） 

 

 

※ 注意 ※ 

成行注文は 15時を過ぎると失効されるため、トレーリングストップ発動による決済は 14時 59分までとなります。 

14時 59以降に各トレーリングストップ条件を満たしても決済は行われず、翌日へ持ち越します。 

 

 

 

 

【ロスカット下落％】 

 

買い付け価格より入力数値（％）以上下がった瞬間に成行決済注文にて銘柄を手放します。 

株価チャートには「紫色のライン」で表示されます。 

（※注意※ 【ロスカット株価】に「0以外の数値」が入力されていると、この機能は無効化されます。） 

 

 

【第 1逆指値発動含み益％】【第 1逆指値％】 

【第 2逆指値発動含み益％】【第 2逆指値％】 

 

買い付け価格より「逆指値発動含み益％」に入力した数値（％）以上に株価が上昇したら、自動的に「逆指値％」に

入力した数値（％）の株価にラインを引き、そのラインを割り込んだら瞬間に成行決済注文を行います。 

株価チャートには「黄色のライン」で表示されます。 

 

株価がある程度の％分上がったら、指定の株価で逆指値注文が勝手に行われ、もし株価が下がっても 

指定の％分の利益を確保する為に自動で決済を行うイメージとお考え下さい。 

 

 

【第 1％TS発動含み益％】【第 1％TS下落率】 

【第 2％TS発動含み益％】【第 2％TS下落率】 

 

買い付け価格より「％TS発動含み益％」に入力した数値（％）以上に株価が上昇したら、 

その後の最大含み益が「％TS下落率」分の％株価が下落したら、その瞬間に成行決済注文を行います。 

 

「第１逆指値発動含み益」は決済ラインが固定されますが、「％TS発動含み益」は発動後に株価が上がって 

最高値を更新し続けると、決済ラインも追随して一緒に上がっていくことになります。 

 

  

【６】トレーリングストップ 
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■■トレーリングストップ 利確損切ラインの解説■■ 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

銘柄へのエントリーが行われると、パラメータに入力された数値に沿った利確・損切ラインが自動的に 

TradingViewの株価チャートに表示されます。 

 

「EXTRADER」は、一度アラートを設定してしまえばチャートを表示していなくても自動的に売買が行われますが、 

チャートを表示しておくことで、「何処で決済注文が発注されたのか」「何処で利確・損切が行われるのか」などが 

視覚的に確認できます。 

 

 

【例】 下記の設定の際に、8,595円でエントリーした場合 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 
 

黄色いライン＝利確ライン  紫のライン＝損切ライン 

 

■①株価が買値から【2】％（8,767円）を超えたので、【1】％（8,681円）に利確ラインが引かれました。 

 

■②利益が【5】％（9,025円）を超えたので、この後の最大含み益から【40】％下に利確ラインが追随します。 

 

■③株価が買値から【8】％（9,283円）を超えたので、【6】％（9,111円）に利確ラインが引かれました。 

 

■④利益が【10】％（9,455円）を超えたので、この後の最大含み益から【20】％下に利確ラインが追随します。 

 

■⑤最大含み益が 12.15％（+1,020円）なので、そこから 20％（-204円）下落した、9,411円で成行決済しました。 

 

■⑥エントリー直後、損失が【4】％（8,251円）の価格に損切ラインが引かれました。 

 

チャート上には決済時にどの条件で決済が行われたかが、決済ポイントの上に表示されます。 

 

もっとも、表記された「新規買い」「返済売り」はあくまで『成行注文が行われた』タイミングであるため、大半の場合は 

実際に約定する株価と、TradingView に表記された価格とがわずかに異なりますので、その誤差を踏まえた上での

設定を心がけましょう。 

 

「注文板が薄い」「出来高が少ない」「売買が過熱している」などの銘柄は注文発注時の株価と約定株価が 

かなり変わる場合があるので注意してください。 

 

また、①～④の決済ポイントはなるべく「①＜②＜③＜④」となるように設定してください。 

上記の順番でなくとも決済は正常に行われますが、決済時の条件表記が異なってしまう場合があります。■ 

① ② ③ 

④ 

⑥ 

① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑤ 
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上昇中の 25MA、または 75MAの近くで反発した当日に 5MAを上抜いた銘柄に買いエントリー、下降中の 25MA、 

または 75MAの近くで反落した当日に 5MAを下抜いた銘柄に売りエントリーを行います。 

 

どちらのエントリーも続伸・続落の押し目を拾う逆張りエントリーでの利益を狙います。 

高値越えを狙う順張りの「《Ａ》エリオット波動第３波狙い」とは真逆の投資法となります。 

 

（※信用口座を開設していない場合など、空売りが不可能な口座状況では、空売りのエントリーサインが表示されても 

（※実際の口座では空売りは行われませんが、買いエントリーの機会を逃すことがあるのでご注意ください。） 

 

 

■ 逆張りとは？ ■ 
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

 

株価が下がってきた時の反発を狙い買いを仕込んだり、上がった銘柄の反落を狙い空売りを仕込むなど、 

株価の切り替えしによる利益を狙う投資手法です。 

 

「25、75MA反発 5MA突破狙い」では、短期的な 

逆張りを狙い、 

 

■支持線を 25MA、75MAのいずれにするか 

 

■支持線や、前日のローソク足底値/上値からの 

乖離率条件を指定 

 

■当日を含めた過去 3日間の 4本値の位置関係 

 

などのエントリー条件を入力し、指定の支持線まで調整してきた銘柄が反発した当日に 5MAを上抜いたら買い、 

反落した時に下抜いたら売りエントリーを行います。 

また、独自のトレーリングストップ、ロスカットが追加できます。 

 

 

≪買いエントリーロジック詳細≫（※売りエントリーの場合は MA と 4本値の位置関係が上下反転） 

                   （※【 】内の数値はパラメータにて変更可能） 

 

【① 】支持線を 25MAか 75MAか選択  ⇒ 25MAを支持線とした場合は 25MAの 5日間上昇率が【 】％、 

75MAが【 】％以上上昇。(MA同士は 0.5％以上乖離) 

75MAを支持線とした場合は 75MAの上昇率のみ。 

支持線と現在値の乖離率は【 】％以内 

 

■【②】前日が 5MA以下、当日 5MA突破 ⇒ 前日の安値が直近【 】日間の最安値で、5MA以下。 

       その翌日に 5MAを 0.2％以上突破。 

（場中に突破したかどうかも選択） 

  

【③】突破日前日のローソク足との位置    ⇒  突破前日の安値・ローソク足胴体下値に対して、突破当日の 

同値が【切り上げ】ている。 

また、前日ローソク足底値と突破当日の現在値の乖離が 

【 】％以下。 

 

 

■【④】当日の抵抗髭率と前日の反発髭率  ⇒ 当日の抵抗髭率【 】％以内、前日の反発髭率【 】％以上。 

      また、前日安値と支持線の上方乖離率が【 】％以内。 

  

《Ａ》25、75MA 反発 5MA 突破狙い 

 
支持線 
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【《Ａ》25,75MA反発 5MA突破狙い】 

 

■25MA ：反発/反落の際の支持線を 25MA とします。 

■75MA ：反発/反落の際の支持線を 75MA とします。 

 

 

【エントリー開始時間】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

入力時間以降に【25,75MA反発 5MA突破狙い】のエントリー条件を満たしていた場合、エントリーを行います。 

 

 

【突破後エントリー条件】【5MA突破前後 乖離率(％以上)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

5MA突破のタイミング条件を「当日の寄り付き」か「場中」を選択できます。また、エントリーを「突破当日」にするか、 

「翌日」にするかを選択できます。なお、5MAからの乖離率も入力可能です。 

（乖離率は場中突破の場合、突破当日の始値と 5MA との乖離も条件に含まれます。） 

 

■突破  ： 前日終値＜前日 5MA、5MA＜現在値 

■場中突破 ： 前日終値＜前日 5MA、突破当日始値＜5MA、5MA＜現在値 

■突破 翌日 ： 突破達成翌日に 5MA＜現在値 

■場中突破 翌日 ： 場中突破達成翌日に 5MA＜現在値 

 

 

【移動平均線順行傾斜率 25MA(％以上)】【75MA(％以上)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

各移動平均線が 5日間で入力値以上昇降していた場合、エントリーを行います。 

 

【《Ｂ》25,75MA反発 5MA突破狙い】で「25MA」を選択した場合は 25MA・75MA傾斜率、 

「75MA」を選択した場合は 75MA傾斜率を満たした場合エントリーを行います。 

 

 

【25MA-75MA 傾斜シンクロ率誤差(％)】【連続シンクロ日数】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

入力日数の期間 25MA と 75MAの昇降率の誤差が入力値以内であった場合、エントリーを行います。 

 

 

【4本値 切上/下(空売りは反転)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

5MA突破当日の 4本値、またはローソク足本体の高値、安値が前日比で切り上げている、または切り下げて 

いるかを条件としてエントリーを行います。 

入力条件は買いエントリーの際の表記となっており、売り条件は「切り上げ、切り下げ」「高値、安値」が反転した 

条件となります。 

また対象とする 4本値によっては、中日反発を選択した場合は 3日間の値動きを条件とし、 

「切り上げ⇒切り下げ⇒切り上げ」、「切り下げ⇒切り上げ⇒切り上げ」を選択することを選択することも可能です。 

 

■順行 ：買いエントリーは前日に対して切り上げ、売りエントリーは切り下げている場合にエントリーします。 

■逆行 ：買いエントリーは前日に対して切り下げ、売りエントリーは切り上げている場合にエントリーします。 

■中日反発(3日)1：買いエントリーは前日が、当日と 2日前に対して下がっている場合、 

■中日反発(3日)1：売りエントリー は前日が、当日と 2日前に対して上がっている場合にエントリーします。 

 

   ≪例≫「安値」「中日反発(3日)」の場合 
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【指定日数 最安/高値更新翌日エントリー】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

5MA突破日前日の安値が過去【 】日間の最安値であった場合エントリーを行います。 

 

 

【突破日髭率 抵抗 (％以内)】【前日髭率 抵抗(％以内)】【反発(％以上)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

ローソク足の上髭、下髭の比率が指定の条件を満たしたらエントリーを行います。 

買いエントリーの場合は「上髭＝抵抗」「下髭＝反発」、売りエントリーの場合は「下髭＝抵抗」「上髭＝反発」とし、 

抵抗側の髭率は「入力値以内」、反発側の髭率は「入力値以上」をエントリー条件とします。 

髭率の計算は対象の髭と、それ以外のローソク足の長さの比率で計算します。 

 

 

【乖離率】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

指定の二つの基準値の乖離率条件を入力し、条件を満たしていた場合エントリーを行います。 

【突破後エントリー条件】で「突破 翌日」「場中突破 翌日」を選択している場合は、5MA突破翌日も■の条件を 

満たしている必要があります。 

 

■現在値⇒5MA (％以内) 

現在値の「5MAからの乖離率」が入力値以内の場合エントリーを行います。 

 

■現在値⇒支持線 (％以内) 

現在値の「支持線からの乖離率」が入力値以内の場合エントリーを行います。 

 

■現在値⇒前日ﾛｰｿｸ足本体底/上値(％以内) 

・買いエントリーの場合 

現在値の「前日のローソク足本体の下値からの乖離率」が入力値以内の場合エントリーを行います。 

・売りエントリーの場合 

現在値の「前日のローソク足本体の上値からの乖離率」が入力値以内の場合エントリーを行います。 

 

■前日安値(買)/高値(売)⇒支持線(％以下) 

・買いエントリーの場合 

5MA突破前日最安値の「支持線からの上方乖離率」が入力値以下の場合エントリーを行います。 

・売りエントリーの場合 

5MA突破前日最高値の「支持線からの下方乖離率」が入力値以下の場合エントリーを行います。 

 

 

【後日逆指値発動含み益％】【後日逆指値％】【後日逆指値発動日】 

 

このロジックでエントリーした場合の【後日逆指値発動含み益％】【後日逆指値％】【後日逆指値発動日】を 

入力します。他のロジックのエントリーには適応されません。 

 

 

【《Ａ》ロスカット下落％】【判断時間】 

 

入力時間以降にこのロジックでエントリーした場合のみ適用される【ロスカット下落率】を入力します。 

他のロジックのエントリーには適応されません。 

 

 

【支持線反転ロスカット】【反転決済 判定時間】 

 

支持線を「反転決済 判定時間」に入力した時間以降に割り込んだらロスカット決済を行います。 

決済日は割り込んだ当日か、2日目かを選べます。 
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エリオット波動の第 3波を狙ったエントリー手法を軸としたセクションです。 

各パラメータを変更することでエリオット波動全体のサイズ感や、エントリータイミングも調節が可能です。 

 

■ エリオット波動とは？ ■ 
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

為替や指数、株価などの上昇・下降のサイクルを「上昇５波、下降３波」に分類し、『現在値がどの位置にいるか』を 

分析するテクニカル分析です。 

 

「《Ａ》エリオット波動第 3波狙い」では、 

 

■どの上昇を第 1波とするか 

  

■第 3波の発生をどのラインで見るか 

  

■第 1波高値越え前からの許容前日比 

 

■第 2波から 3波への見定め期間 

 

などのエントリー条件を入力し、場中に第一波の高値を超える銘柄を狙います。 

また、独自のトレーリングストップ、ロスカットが追加できます。 

 

 

≪エントリーロジック詳細≫ 

 

■【①】第 1波かどうか判定を開始する条件 ⇒ 前日足高値と当日安値の乖離が 0.2％以上あった日の終値が 

5MA より上を推移していたら第１波認定するかの判定開始。 

 

【① ’】第 1波認定条件 ⇒ ①の乖離があった日の始値から終値が 5MAを割り込まずに続伸し続け、 

【判定条件 乖離率】を超えた場合、第１波と認定。 

 

【② 】第１波認定後、第 2波確認条件 ⇒ 前日の終値が 5MAを 0.3％以上割り込むまで下落した場合。 

 

【③ 】第 1波高値越え時のエントリー発動条件 ⇒25MA、または 75MA と 5MA も同日に突破している。 

 

【④ 】エントリー当日の日足条件 ⇒  第 1波高値より 0.2％以下で寄付き、場中に高値越え。 

       当日の上髭の割合が【突発当日 上髭率】の範囲内。 

 

 

 

【エントリー開始時間】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

入力時間以降に【エリオット波動第 3波狙い】のエントリー条件を満たしていた場合、エントリーを行います。 

 

 

【判定条件 乖離率（％以上）】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

エントリーロジック詳細の【①】にある条件で、エリオット波動第 1波の初動と判断する際の判定開始日の 

前日始値との乖離率です。 

1日の終値が一度も 5MAを割り込まずにどれだけ続伸したら第一波と認定するかを入力します。 

 

【前日終値 乖離率（％以内）】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

エントリーロジック詳細の【④】にある条件で、第一波の高値突破前日の終値からの乖離率が入力値％以内。 

《B》エリオット波動第３波狙い 

上昇 5波 下降 3波 

①  ②  

③  
④  

⑤  ① 

③  

②  

場中の第 1波高値越えの第 3波を狙う 
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【突発当日 抵抗髭率(％以内)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

エントリーロジック詳細の【④】にある条件で、第一波の高値突破の当日の上髭の長さが、その日のローソク足の 

全体の長さの何％以上、何％以内かを指定します。（売りの場合は下髭） 

もし最高・最安値を突破しても「抵抗髭があまりに長すぎる場合はエントリーをしない」などの設定が可能です。 

 

 

【調整期間期限】（入力可能数値：1～100） 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

第 1波発生初日から入力日数を超えるまでの間にエントリー条件を満たさないと、エリオット波動の発生が 

キャンセルされます。 

 

 

【後日逆指値発動含み益％】【後日逆指値％】【後日逆指値発動日】 

 

このロジックでエントリーした場合の【後日逆指値発動含み益％】【後日逆指値％】【後日逆指値発動日】を 

入力します。他のロジックでのエントリーには適応されません。 

 

 

【ロスカット下落％】【判断時間】 

 

入力時間以降にこのロジックでエントリーした場合のみ適用される【ロスカット下落率】を入力します。 

他のロジックでのエントリーには適応されません。 

 

 

 

 

 

 

大きく長い下髭が出た翌日以降の続伸と、上髭は続落を狙います。日中足で大きく切り返す逆張りや短期的な調整か

らの順張り狙いエントリーです。 

 

ただ、 

 

■25MA と 75MAを同時に跨ぐ場合。 

■トレンドサイン 1で続伸中の上髭による売りエントリー。 

■トレンドサイン 4で続落中の下髭による買いエントリー。 

 

 

などの条件下でのエントリーは損失リスクが高まるため、一定の制限を設けたエントリー条件となっています。 

 

≪買いエントリーロジック詳細≫（※【 】内の数値はパラメータにて変更可能） 

 

■【①】トレンドサインの状態でエントリー制限 ⇒ トレンドサイン１＝売りエントリーNG 

 

       ⇒ トレンドサイン４＝買いエントリーNG 

■【②】5、25、75MAに対する条件 ⇒ 上下突破当日、翌日のエントリーNG 

           ⇒ MA との乖離率（以上、以内） 

  

          ⇒ 25MA と 75MAの乖離率 0.5％以上 

■【③】当日足と前日足との条件 ⇒ 前日足と当日足が重なるかどうか 

           ⇒ 当日足の値幅率 

            ⇒ 前日足が過去 180日間の最高値、最安値ではない 

            ⇒ 当日 抵抗髭率【 】％以下 

           ⇒ 当日 反発髭率【 】％以上 

【C】大髭続伸・続落狙い  
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【エントリー開始時間】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

入力時間以降に【大髭続伸・続落狙い】のエントリー条件を満たしていた場合、エントリーを行います。 

 

 

【5MA乖離 選択】【5MA乖離率(％)】 

【25MA乖離 選択】【25MA乖離率(％)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

5MAからの乖離率をエントリー条件とします。乖離率の条件は入力値「以上」、「以下」と選択可能です。 

 

 

【対前日足 乖離/重複スイッチ】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

当日のローソク足が、前日のローソク足と一部でも重なるか、まったく重ならないかをエントリー条件とします。 

 

■前日足 乖離 ：当日と前日のローソク足が完全に乖離していたらエントリー。 

 

■前日足 重複 ：当日と前日のローソク足が一部でも価格が重なっている場合はエントリー。 

 

 

【当日 値幅率(％以上)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

現在値から見た当日の最高値と最安値の値幅が入力値以上だった場合エントリーを行います。 

 

 

【当日 抵抗 髭率(％以内)】【当日 反発 髭率(％以上)】 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

当日の反発側髭率と抵抗側髭率のエントリー条件を入力します。髭率の計算は対象の髭と、それ以外の 

ローソク足の長さの比率で計算します。 

 

 

【後日逆指値発動含み益％】【後日逆指値％】【後日逆指値発動日】 

 

このロジックでエントリーした場合の【後日逆指値発動含み益％】【後日逆指値％】【後日逆指値発動日】を 

入力します。他のロジックでのエントリーには適応されません。 

 

 

【ロスカット下落％】【判断時間】 

 

入力時間以降にこのロジックでエントリーした場合のみ適用される【ロスカット下落率】を入力します。 

他のロジックでのエントリーには適応されません。 
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◆ 注意事項 ◆ 

実際の株式投資の売買におきましては、自己資金枠等を十分考慮した上、ご自身の判断・責任のもとご利用下さ

い。本商品に無料付与されるノートパソコンはあくまでサービスであり、その品質、操作性能、利益向上を保証する

ものではなく、故障、トラブルについても一切の責任を負いかねます。 

本商品のご利用において行われる取引、その他の行為、及びその結果について、収益性が 100％向上するもの

ではありません。 

銘柄によっては信用取引(制度・一般)が行えない場合もある事を、予めご了承下さい。 

また、本商品のご利用にて被った如何なる損害についても一切の責任を負いかねます。 

[投資に係るリスクおよび手数料について] 

国内上場有価証券等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相 場等の価格の変動等および

有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接

の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リ

スク）があります。 

[免責事項] 

ホームページ及びメール上、または本商品上での提供情報は著作権法によって保護されており、株式会社ナレッ

ジクリエイション(以下「当社」)に無断で転用、複製 又は販売等を行う事を固く禁じます。提供情報は、当社の情

報提供を目的とするものであり、投資勧誘を目的とするものではありません。 

ホームページ及びメール上、並びに本商品上での提供情報はあくまでも情報の提供であり、売買指示ではござい

ません。 

実際の取引(投資)商品の売買におきましては、 自己資金枠等を十分考慮した上、ご自身の判断・責任のもとご

利用下さい。弊社は、提供情報の内容については万全を期しておりますが、提供情報の内容に基づいて行われる

取引、その他の行為、及びその結果について、これを保証するものではありません。 

また、この情報に基づいて被った如 何なる損害についても当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承下

さい。 

 

 

商号：株式会社 ナレッジクリエイション  

住所：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 2-9-4-401 

電話番号：03-6555-4410 

メールアドレス：support@knowledge-creation.com 

 


