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○ KENSHIRO-225とは ----------------------------------------------- 

 

KENSHIEO-225 は、スーパートレーディングスクール REED 校長 村居孝美が発案した、システムトレード

検証ソフトです。 

日経２２５先物取引におけるシステムトレードを、より簡単かつスピーディに行うことを目的として開発されま

した。システムトレードをこれから始めるという方にも、スムーズにお使い頂ける様、できるだけシンプルに、

且つ、必要な機能をなるべく分かりやすい形で装備しています。 

 

本ソフトでは、過去データによる検証機能に加え、作成した売買ルールを運用するために必要な資金管理機能・

サイン表示機能が装備されています。 

 

また、クラウドで動作するソフトですので、ネット環境が整っていれば、どこでもソフトを立ち上げてお使い頂

く事が可能です。ソフトをダウンロードする必要もなく、ご自身のパソコンに負担をかける心配はありません。 

 

 

 

 

○ ご利用料金 ----------------------------------------------- 

 

KENSHIRO-225は、10,000円コースと、19,000円コースの 2つのコースがあります。 

 

コース 月額利用料金 
最大運用可能 

ロジック数 

短期検証 

最大登録ロジック数 

中長期検証 

最大登録ロジック数 

10,000円コース 
10,000円 

（税込 11,000円） 
４ ５ ５ 

19,000円コース 
19,000円 

（税込 20,900円） 
１００ ５０ ５０ 

 

※10,000円コースの最大運用可能ロジック数について 

短期検証画面・中長期検証画面でのロジック作成は各 5つまでご登録いただけますが、資金管理画面で枚数が入

力できるロジックは 4つまでとなります。（サイン表示に表示されるロジック数も 4つまでとなります。） 
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○ KENSHIRO-225の利用方法 ----------------------------------------------- 

 

・KENSHIRO-225へのログイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パソコン版】KENSHIRO公式サイトの右側にある「ソフトログイン」から行います。 

【モバイル版】KENSHIRO公式サイトトップページの中央にある「ソフトログイン」、もしくは左上のメニュー 

ボタンをを押して表示されたメニューの「KENSHIRO-225 ログイン」から行います。 

 

 

ソフトログインページで、ご自身の IDおよびパスワードを入力し、ログインを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ログイン後、「検証開始」と「サイン表示」の、２つのメニューボタンが表示されます。 

検証を行いたい場合は、「検証開始」ボタンを、日々のサインのみを表示させる場合は「サイン表示」ボタンを押

下します。 

パソコン版 モバイル版 
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○ 各機能解説 ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

・ ご利用ガイド 

 KENSHIRO-225の使い方の説明画面が開きます。 

 

 

・ フィルタ解説 

 検証で使用する各フィルタの解説画面が開きます。 

 

 

・ ログオフ 

 KENSHIRO-225 を手動でログオフします。 

 ※各画面の更新がなく、60分経過すると自動ログオフされます。 

  検証中で未登録の場合（シミュレーションのみ）、検証前の値に戻ってしまいますので、 

  注意が必要です。 

 

 

・ 文字サイズ 

 ページ全体の文字の大きさを変更します。 

 

 

・ サイン表示 

 資金管理画面で選択したシステムのサイン表示画面を開きます。 

 

 

・ 各画面の切り替えタブ 

 「資金管理画面」「短期検証画面」「中長期検証画面」「年間成績一覧画面」「月間成績一覧画面」 

 「検証結果一覧画面」への画面の切り替えを行います。 
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○ 各画面解説 ----------------------------------------------- 

 

■ 資金管理画面 

 

資金管理画面は、「短期検証」「中長期検証」画面で登録したシステムでの資金管理を行う画面です。 

 

自己資金の額に合わせた運用枚数を指定し、シミュレーションを行います。全体リスクの設定を行うことで、余

裕をもった運用を継続する為の自己資金の目安を確認することができます。 

 

運用実績の内容を細かくチェックすることで、実際のトレードを深くイメージし、自分に合ったシステムかどう

かを再確認することが可能です。 

 

特にドローダウンについては、最大でどれくらいリスクが想定されるのか（最大ドローダウン）の数字を確認す

るだけでなく、運用結果グラフをチェックしながら、どのくらいの期間をかけての落ち込みなのか、またそのド

ローダウンは心理的に許容範囲内であるかなど、慎重にチェックを行うことが重要です。 
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○表示する市場を選択 

 資金管理に表示する市場を選択します。選択した市場の設定項目と運用結果・運用実績が表示されます。 

特定の市場の運用結果・運用実績を確認したい場合、特定の市場でのみ取引する場合に便利です。 

運用結果・運用実績は更新ボタンを押した後に変更されます。 

＜225先物＞ 

 日経 225先物の設定項目と運用結果・運用実績のみが表示されます。 

＜株・ETF＞ 

 株・ETFの設定項目と運用結果・運用実績のみが表示されます。 

＜すべて＞ 

 すべての市場の設定項目と運用結果・運用実績が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○最低運用資金の計算方法 

  下記、２種類の計算方法があります。デフォルトでは「最大 DDで計算」が選択されます。 

＜最大 DDで計算＞ 

 計算方法：最大ドローダウン（直前までの DDのうち、最大の値）を用いて計算します。 

＜最大リスクで計算＞ 

 計算方法：直前までの DD＋その時点の含み損（中長期ポジションのみ）のうち、最大の値を用いて計算

します。 

 



 

  Rev. 27-20210426 

 

○全体リスク設定 

想定される損失額を、自己資金の何％としてみるか、入力設定します。 

検証結果から、最低運用資金の計算方法で選択した数値を利用して、合計運用資金額を算出します。ただし、

検証で出されたリスクは過去のものなので、当然、未来の運用で損失額が更新されることもあります。リス

ク更新も想定内においた上で、設定値を決めましょう。 

入力値は、最低必要資金に対する「最低運用資金の計算方法で選択した数値」の割合の範囲内であれば設定

可能ですが、この割合は、「合計運用資金の何割を失う可能性があるのか」の目安となりますので、無理な

設定は禁物です。 

設定可能な上限を超えた値を入れた場合は、自動的に上限値となります。 

 

○最低運用資金 

最低運用資金の計算方法での選択に応じて、計算式が以下の通りになります。 

＜最大 DDで計算＞ 

 最大拘束金額*1＋ 最大ドローダウン 

＜最大リスクで計算＞ 

 最大拘束金額*1＋ 最大リスク 

 

 *1最大拘束金額 

  日経 225先物 ：証拠金拘束枚数×必要証拠金 

  株・ETF ：①と②のうち、どちらか大きい金額 

  ①資金拘束枚数×売買単価 

  ②30万円（信用取引、または売りロジックを運用中の場合） 

 

最低運用資金は、エントリー後、過去と同じ最大ドローダウンまたは最大リスクがきても、追証が掛からず

トレードを続けられる為のぎりぎりの運用資金額の目安となりますが、最大ドローダウンまたは最大リスク

ドローダウンはあくまでも過去の実績である為、最低運用資金額しか準備せずにトレードをはじめた場合、

この更新時にはポジションが維持できなくなります。 

証拠金・資金拘束枚数を算出する際は、保有中のポジション＋新規エントリー注文をカウントし、その最大

となる時点の枚数が、証拠・資金拘束枚数として計算されます。 

 

○余裕資金 

下記、合計運用資金額から最低運用資金額を差し引いたものです。 

最大ドローダウン規模の落ち込みを想定内にするには、最低運用資金にいくら追加資金が必要なのかの確認

の為の表示です。 
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○合計運用資金 

入力した全体リスク設定の割合から計算した運用資金です。 

計算式： （最大ドローダウンまたは最大リスク*1）÷全体リスク設定 

   *1最低運用資金の計算方法で選択した数値になります 

例えば、最低運用資金の計算方法で「最大 DD で計算」を選択して最大ドローダウン 30 万円のときに、全

体リスクを 30%と設定すると、合計運用資金は 100万円になります。 

 

※運用資金の計算では、必要証拠金と売買単価の入力金額が用いられます。この金額は市場の取引価格やボラ

ティリティ（値幅の変動）により、定期的に変更になるものですので、その都度運用資金の値も変わること

になります。そのため、実際の金額が、入力した金額よりも高い水準に変更になった場合、運用資金の額も

増えることになります。 

ですので、その変動による実際の最低証拠金額の上昇をある程度見越して、通常の必要証拠金・売買単価よ

りは少し高めに設定しておくと、突然の大きな値幅を伴う値動きがあっても、運用中に資金が不足してしま

うことがない資金管理にできます。 

 

○期間指定 

結果を表示させたい期間を指定することができます。デフォルトでは「全期間」が選択されています。 



 

  Rev. 27-20210426 

 

 

【日経 225先物】 

日経 225先物に関する設定を行います。 

 

○手数料（片道）（mini）(large) 

ご自身で運用する証券会社の片道分の手数料を入力します。手数料も含めた資金管理ができます。 

※入力なしでもシミュレーションは可能です。 

 

○必要証拠金（mini）(large) 

新規エントリーの発注と、ポジション保有中に必要な、１枚あたりの最低必要証拠金の額を入力します。 

この金額は、証券会社によって決められていますので、それを参照してください。 

１枚当たりの必要証拠金額については、相場状況に応じて随時見直しがあります。値動きが小さい相場状況

では必要証拠金額は低くなり、値動きが大きい相場状況では高くなります。突然の大きな値幅を伴う値動き

があっても、運用中に資金が不足してしまうことがない運用をするために、この欄に入力する必要証拠金の

額は「通常よりも多めに」設定しておくことをお勧めします。 

 

この入力の値が変更されると、最低運用資金の額も変更になります。（低い値の場合は運用資金額は少なく

なり、高い値の場合は運用資金額も増えます。） 

必要証拠金が小さい時の数値で設定し、算出された最低運用資金のみで運用を始めた場合、もし未来に大き

く値が動いた時に、運用資金額が足りなくなるというケースを想定しておく必要があります。 

 

○証拠金拘束 

資金管理画面で設定したシステムをすべて同時に運用する場合、新規エントリーの発注とポジション保有の

ために拘束される証拠金が、最高で何枚分なのかを表示されます。 

※日経 225 先物取引では、買いポジションと売りポジションを同時に建てた場合、必要証拠金が相殺され

る仕組みがあり、それも踏まえた計算結果となります。 

 

○同時運用 

資金管理画面で設定したシステムをすべて同時に運用する場合、新規エントリーの発注枚数とポジション保

有の枚数が、あわせて最高で何枚分なのか表示されます。 

※自動売買ソフト（シグナル deオーダー for KENSHIRO-225）との連携をしている場合、同ソフトのコ

ース別の同時建玉枚数については、この欄をご参考ください。 
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【株・ETF】 

株・ETFに関する設定を行います。 

 

○最低運用資金の計算方法 

株・ETF での最低運用資金の計算方法を選択します。以下の 2 種類があります。デフォルトでは「現物」

が選択されています。 

＜現物＞ 

買いエントリーを現物取引で行う場合に選択します。最低運用資金は「資金拘束枚数×売買単価」となり

ます。 

※現物を選択しても売りエントリーのシステムは、必ず信用取引として最低運用資金が計算されます。 

＜信用（最低 30万円）＞ 

買いエントリーを信用取引で行う場合に選択します。最低運用資金は「資金拘束枚数×売買単価×30％」

と 30万円のどちらか多い方になります。 

 

○売買単価の入力方法 

株・ETFの売買単価の入力方法を設定します。 

＜直近の価格（自動）＞ 

最新の売買単価が自動で入力されます。 

＜手動入力＞ 

売買単価を手動で入力する場合に選択します。 

 

○売買単価 

株・ETFの各銘柄の１口あたりの売買単価を入力します。「売買単価の入力方法」で＜直近の価格（自動）

＞が選択されている場合は、最新の売買単価が自動で入力されます。 

この金額は、最低運用資金の計算で使われているため、余裕をもって資金管理を行いたい場合は、この入力

する売買単価を「通常よりも高く」設定しておくことをお勧めします。 
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○資金拘束 

資金管理画面で設定したシステムをすべて同時に運用する場合、新規エントリーの発注とポジション保有の

ために拘束される資金が、最高で何口分なのかが表示されます。 

※株・ETF では、買いポジションと売りポジションを同時に建てた場合、必要資金は相殺されず、両方の

口数が加算された口数となります。 

 

○同時運用 

資金管理画面で設定したシステムをすべて同時に運用する場合、新規エントリーの発注枚数とポジション保

有の枚数が、あわせて最高で何口分なのか表示されます。 

※自動売買ソフト（シグナル deオーダー for KENSHIRO-225）との連携をしている場合、同ソフトのコ

ース別の同時建玉枚数については、この欄をご参考ください。 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

各銘柄にマウスカーソルをポイントすると、ポイントした銘柄の情報がポップアップで表示されます。 
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○更新ボタン 

全体リスク設定・手数料・必要証拠金を入力し、このボタンをクリックすると設定が反映されます。（枠内

入力後に Enterを押下しても同様の動作となります。） 

 

○検証ボタン 

クリックすると、画面上で設定された条件での結果が表示されます。更新ボタンとの違い、結果は保存され

ません。検証後に更新ボタンを押さずにログアウトした場合、前回更新ボタンをクリックした状態に戻りま

す。 

 

○元に戻すボタン 

前回更新ボタンをクリックした状態に戻ります。 

 

○枚数クリアボタン 

設定されているシステムの枚数の入力値を、すべて 0にします。 

 

○枚数０枚のシステムを非表示にする （チェック欄） 

チェックボックスにチェックをいれると、枚数が 0枚で設定されたシステムは、この欄で表示されなくなり

ます。 

 

○システム名 

「短期検証」「中長期検証」画面で追加したシステムのうち、「システムを登録する」にチェックを入れたシ

ステムが表示されます。 

右の設定枚数が 0枚の場合は、背景がグレーになります。 

 

○設定枚数 

銘柄にはシステムの銘柄(日経 225先物の large・mini、株・ETFの銘柄コード)が表示されます。 

口数/枚数の入力枠内に枚数（口数）を入力し、更新ボタンまたは検証ボタンを押すことで、設定した枚数

（口数）での運用シミュレーションができます。 



 

  Rev. 27-20210426 

 

○手数料（往復） 

日経 225 先物のシステムは、設定した枚数に応じた手数料が表示されます。株・ETF のシステムは、入力

した口数全体の往復の手数料を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

各銘柄にマウスカーソルをポイントすると、ポイントした銘柄の情報がポップアップで表示されます。 
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○運用結果グラフ 

 

設定したシステムでの損益累計をグラフ化したものです。 

過去のドローダウンがどのくらいの頻度で発生していたか、どれくらいの期間続いたかなど、損益の変動を折

れ線グラフで確認することができます。 

グラフ上にマウスをおくことにより、日付およびその時点での損益累計金額を確認することができます。 

 

 

 

【 総合運用実績 】 

 

○損益累計 

運用期間中の損益の累計です。 

 

○勝率 

損益ゼロ（手数料は省く）以外の「勝ち＋負け」の全体トレード数に対して、「勝ち」トレードが何％あっ

たかの数値です。 

勝ちトレード数 ÷ 全体トレード数 ×１００（%） 
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○最大ドローダウン（DD） 

直近の損益累計の高値からみて、最大でどれだけの損失（落ち込み）があったかをドローダウン（DD）と

呼びます。最大ドローダウンとは運用期間内で一番大きなドローダウン値のことを指します。 

最大ドローダウン値は、運用中のリスクの大きさを測る数値として、必ず意識すべき数値です。枚数の設定

後に最大ドローダウン値を確認し、本当にその損失がきても大丈夫かどうかをイメージして設定しましょう。 

心理的に許容範囲内でなければ、枚数の設定を減らし、ご自身で納得がいく数値になるよう調整します。 

 

最大ドローダウン値は、あくまで過去のデータでの目安であり、更新される可能性があります。 

最大ドローダウン値×1.5～2 倍までは想定内とし、もし実際の運用結果がそれを上回るようであれば、運

用実績の悪いシステムを一旦外す、ご自身での運用方針をあらかじめ決めておくとよいでしょう。 

 

○最大 DD％ 

 合計運用資金に対する最大ドローダウンの割合を示します。 

 計算式： 最大 DD ÷ 合計運用資金 ×１００ 

 

○損益／DD 

 最大ドローダウンに対するリターン（利益）の割合を示します。 

資金効率の良さの指標になります。 

計算式： 損益累計 ÷ 最大ドローダウン 

 

○最大リスク 

 運用中に発生したドローダウンだけでなく、それに加えて中長期検証の売買システムで保有するポジション

の含み損を加算した数値です。 

 計算式： 直前までの DD＋その時点の含み損（中長期ポジションのみ）のうち、もっとも最大の値 

 

○全体リスク 

設定した全体リスクの値が反映されます。 

 

○１DAY最大リスク 

設定したシステム全体で、１日に想定される損失額のうち、最大の数値が表示されます。 

常にこの数値を意識することによって、ボラティリティの大きい相場状況時に損失が出た場合の精神的スト

レスを軽減することができます。 

この数値が精神的許容範囲内でないようであれば、枚数の設定を減らし、調整するとよいでしょう。 

 

○１DAY最大リワード 

設定したシステム全体で、１日に想定される利益額のうち、最大の数値が表示されます。 

リワードに関してはあくまでも目安とし、リスクとは逆に「意識しない」よう努めるとよいでしょう。 
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○プロフィットファクター 

利益が損失に対して何倍かを表した数値で、この数値が高いほど、損小利大ということになります。 

 計算式： （運用期間内の）総利益 ÷ 総損失 

 

○期待利回り／回 

 1トレードあたりの期待利回りを表します。 

 

○最大含み損 

 中長期検証のロジックでは、保有期間中の含み損の中で最も大きい含み損の額が計算されます。枚数設定し

たすべての中長期検証のロジックを同時運用した場合に、運用中に発生する合計の含み損のうち、最大の値

が表示されます。 

 

○平均損益（年、月） 

それぞれの期間ごとの損益の平均値です。 

現在の損益が平均値より高いのか低いのかを知る目安となります。 

 

○平均利回り（年、月） 

それぞれの期間ごとの利回りの平均値です。 

現在の利回りが平均値より高いのか低いのかを知る目安となります。 

 

○平均トレード数（年、月） 

それぞれの期間ごとのトレード数の平均値です。 

トレード回数が自分に合っていないと心理的ストレスに繋がる場合があります。 

自分に合ったトレード数かどうかを確認する目安となります。 

 

○損益／ＤＤ（年） 

１年毎の最大ドローダウンに対するリターン（利益）の割合を示します。 

資金効率の良さの指標になります。 

 

○最大連敗日数 

当日の日中の寄付きからナイト市場の引けまでを１日とし、その日の合計損益が１円でも損失となった場合

を負けとする。（手数料も含めて計算されます。） 

 検証期間中、最大で負けが続いた日数を表します。 

 

 連敗を想定しておくことで、落ち着いてトレードを行うことができます。 

 想定以上に連敗が続くこともあらかじめ視野に入れて、トレード資金等の事前準備をしておきましょう。 

 

○最大ＤＤ期間 

一時的な損失が発生してから、損益が前回の損益のピークを超えるまでの期間をドローダウン期間と言い、

一番長くドローダウン期間が続いた日数を表します。 
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○平均ＤＤ期間 

ドローダウン期間をすべて合計し、ドローダウンが発生した回数で割った日数を表します。 

 

   ドローダウン期間が想定以上に続くことも考慮し、精神的に落ち着いてトレードができるのか、またトレー

ド資金には余裕があるかを確認する目安にしましょう。 

 

 

 

【期間別運用実績】 

期間ごとの運用実績です。 

日経先物miniやナイトのデータ取得開始日により、開始の期間が変わります。 

（開始年と現在年のみ、１年未満のデータとなる場合がありますので注意してください。） 

運用開始日は、枚数設定したすべての売買システムを検証可能な最も過去の日となります。 

 

 

○トレード履歴をダウンロード(csv形式) 

  枚数/口数が入力してあるシステム全体の、日ごとの損益結果を csv形式でダウンロードすることができます。

より詳細な分析をしたい場合に活用できます。 
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■ 短期検証画面 

 

短期検証のタブをクリックすると「新規作成」のボタンがあり、そのボタンをクリックすると、検証画面が開き

ます。 

 

短期検証画面では、エントリー後、当日もしくは翌日中終値までに手仕舞いする、短期手法を検証することがで

きます。 

短期検証画面で登録できるロジック数の上限は、10,000円コースは５個、19,000円コースは５０個です。 
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○システム名タブ 

初めてシステム登録を行う場合は、「新規」タブとして表示されます。 

システム登録後は、登録したシステム名で表示されます。名前が長い場合は「○○○○…」と短縮される場

合があります。 

 

○システム名 

システムの名称を入力する枠です。半角文字と全角文字どちらも 1文字として、最大 20文字まで入力可能

です。 

短期検証、中長期検証を含め、すでに登録されているシステム名と同じシステム名を使用することはできま

せん。 

 

○システム登録のチェックボックス 

システム名入力枠右横の、「システムを登録する」のチェックボックスにチェックを入れ、「シミュレーショ

ン開始」⇒「システム追加」を行うと、資金管理画面、年間成績一覧画面、月間成績一覧画面、検証結果一

覧画面にも、このシステムが登録されます。 

チェックを入れずに登録すると、検証画面のみに登録されます。 

 

○システム名変更ボタン 

システム名とメモのみを変更したいとき、このボタンを押下することでシステム名とメモのみを変更できま

す。 
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○メモ 

最大 200 文字まで、自由文を登録することができます。登録した内容は、短期検証一覧、サイン表示にて

確認することが可能です。システム登録後、メモのみを変更した場合には、システム変更ボタンを押下する

ことで上書き保存することができます。 

システムを登録した日付や、システムの特徴、トレードの際に注意しておきたいことなど、記載しておくと

振り返りやトレードの際に便利です。 

 

○シミュレーション開始ボタン 

 検証条件を設定後、このボタンを押下することで、画面右側に運用結果が表示されます。 

システム追加または再登録をせずに画面を閉じた場合は、設定内容と結果は消去されるため、ご注意下さい。 

 

○システム追加ボタン 

シミュレーション開始ボタンを押下後、このボタンを押下することで、システムが新規で登録されます。 

追加ボタンを押下せずに、他画面への移動やログアウト、一定時間経過した場合は、設定した値はすべてク

リアになってしまいますので、注意が必要です。 

 

※登録済みのシステムを開き、システム追加ボタンを押下すると、同じシステムをコピー登録します。 

同じシステム名は登録できませんので、必ずシステム名を変更してから、システム追加ボタンを押して下

さい。 

 

○システム再登録ボタン 

既に設定してある条件を変更し、上書き登録したい場合に使用します。 

条件を変更後、シミュレーション開始ボタンを押下後、押下できるようになります。 

再登録ボタンを押下せずに、他画面への移動やログアウト、一定時間経過した場合は、設定した値はすべて

クリアになってしまいますので、注意が必要です。 

 

※上書き保存となりますので、現在のシステムは残しつつ、新たに条件を加えたものを登録したい場合は、

「システム追加」ボタンで、同じ条件のシステムを追加した後、追加したものを変更することをお勧めし

ます。 

 

○元に戻すボタン 

条件を変更し、シミュレーション開始ボタンを押下後、元の条件に戻したい場合に使用します。 

（シミュレーション結果が良くなかった場合など） 

システム追加または再登録をした後は、元に戻すことはできません。 

 

○システム削除ボタン 

登録してあるシステムを、完全に削除したい場合に使用します。 

他画面からもすべて削除されますので注意してください。一旦削除したシステムは元に戻すことはできませ

ん。 
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○シミュレーション対象 

売買を行う市場・銘柄を選択します。 

 

○売買口数 

シミュレーション対象で、株・ETF の銘柄を選択した場合、シミュレーション対象の下に「売買口数」が

表示されます。 

株・ETF でこの売買口数を設定することにより、シミュレーションの運用結果・運用実績が、入力した売

買口数を元に算出されます。各銘柄には売買口数の購入単位がありますので、各銘柄の売買単位に従って売

買口数を入力してください。 

   

 

○検証期間指定 

検証したい任意の期間を指定することができます。 

チェックボックスを ONにし、期間を指定し、「シミュレーション開始」ボタン押下することで、「決済日」

が指定した期間に含まれる取引の検証結果を表示します。 

※終了日を指定してシステムを登録すると、期間終了日以降のサインは表示されませんのでご注意下さい。 

 

○注文条件 

エントリー、エグジットの注文条件を設定します。 
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○エントリー期日設定 

指定した週、曜日、月などを絞り込んで検証することができます。「同じ条件であっても、この曜日だけは

結果が悪い。」といったような、季節性・時季による偏りがないかを検証可能です。 

※一部のフィルタは、「指値・逆指値＋フィルタセット」のフィルタオプションをご購入のお客様のみ表示

されます。詳しくは以下をご覧ください。 

https://kenshiro-jp.com/225op-extend01 

 

 

 

○ユーザイベント【有料オプション】 

※ユーザイベントフィルターは、「イベントフィルタ」のフィルタオプションをご購入のお客様のみ表示さ

れます。詳しくは以下をご覧ください。 

https://kenshiro-jp.com/225op-extend02 

https://kenshiro-jp.com/225op-extend01
https://kenshiro-jp.com/225op-extend02
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○特殊注文条件【指値、逆指値フィルタは有料オプション】 

 ロスカットと利益確定を設定した決済条件を使用する場合に設定をします。 

ロスカットと利益確定を同時に設定した場合、1つのセッション内で、利益確保とロスカットのどちらも成

立する結果となる場合は、ロスカット優先で成立した検証結果（サイン表示画面では売買結果）が表示され

ます。 

※指値、逆指値フィルタは、「指値・逆指値＋フィルタセット」のフィルタオプションをご購入のお客様の

み表示されます。詳しくは以下をご覧ください。 

https://kenshiro-jp.com/225op-extend01 

 

 

 

○他ロジック参照条件フィルタ 

他ロジック（登録済みの他のシステム）のエントリーサインや、ポジションの状態、エグジット結果を元に

条件を絞り込んで検証することができます。 

ナンピン戦略やピラミッディング戦略の条件として使用することが可能です。 

https://kenshiro-jp.com/225op-extend01
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○乖離（かいり）フィルタ 

対象とする値が、どれだけ離れているかの条件を入力します。例えば、 

Aが Bより（－）（20）％（超）乖離している。 

と入力した場合、「Aの値が『Bの値から－20％の価格』よりも上に位置している」ということになります。 

 

上記の設定で、例えば B の値が 20,000 円だった場合、A の値が 16,000 円よりも上であればこの条件は成

立します。 

 

 

 

○移動平均（MA）フィルタ 

 対象とする値が、入力された日数の平均値と比べてどの位置にあるかを条件として設定します。 

 

 

 

○ボリンジャーバンドフィルタ 

 ボリンジャーバンドを使用した条件を設定できます。 

ボリンジャーバンドは、相場の振れ幅（ボラティリティ）を一定期間の価格データから測定し、統計学的な

観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示するテクニカル指標です。 
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○ローソク足フィルタ 

 ローソク足本体の長さ（一日のボラティリティ）や、陽線、陰線の設定ができます。 

 

 

 

○最大高値、最小安値フィルタ 

対象とする値が、過去の最大高値や最小安値と比べてどの位置にあるかを条件として設定します。 

また、過去の最大高値と最小安値の幅がどれくらいかで、過去のボラティリティの大きさを条件として設定

します。 
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○出来高フィルタ 

日経２２５先物（日中、ナイト）の出来高の条件を設定します。 

※一部のフィルタは、「指値・逆指値＋フィルタセット」のフィルタオプションをご購入のお客様のみ表示

されます。詳しくは以下をご覧ください。 

https://kenshiro-jp.com/225op-extend01 

 

 

 

○他市場フィルタ 

ダウ平均や S&P500 VIX（恐怖指数）など、他市場の条件を設定します。 

※一部のフィルタは、「指値・逆指値＋フィルタセット」のフィルタオプションをご購入のお客様のみ表示

されます。詳しくは以下をご覧ください。 

https://kenshiro-jp.com/225op-extend01 

https://kenshiro-jp.com/225op-extend01
https://kenshiro-jp.com/225op-extend01
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○エントリー監視フィルタ 

エントリー監視の条件を設定します。 

エントリー監視とはリアルタイムで気配値をチェックし「始値や終値が、設定した条件に合致したらすぐにエ

ントリーする」というトレード方法となります。 

 

 

○ボラティリティフィルタ 

日経平均株価で算出するボラティリティの条件を設定できます。 

 

 

○オシレータフィルタ 

オシレータを利用した条件を設定できます。 

※オシレーターとは「振り子」や「振り幅」という意味です。特定の期間内での「買われすぎ」「売られすぎ」

といった状況を、テクニカルの決まった計算式により表すものです。 
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○運用結果グラフ 

設定した条件にて１枚運用した損益の結果がグラフで表示されます。 

期間を指定して詳細を確認したい場合は、グラフ上で左クリックしながら期間を指定すると、その期間を引

き延ばして表示させることができます。元に戻したい場合は、グラフ上でダブルクリックしてください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○期間別運用実績 

設定した条件での年毎の結果が表示されます。 

検証の期間については、検証対象のデータが短いものに合わせて結果が表示され、設定内容によっては、開

始の日付が変わります。その後は１年毎のそれぞれの検証結果が表示されます。 

 

日経２２５先物 largeの日中の検証を行った場合⇒2001年 1月 1日からの検証結果を表示 

日経２２５mini先物の日中の検証を行った場合⇒2006年 7月 18日からの検証結果を表示 

ナイトの検証の場合⇒2007年 9月 18日からの検証結果を表示（large・miniに関わらず） 
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○総合運用実績 

検証結果の詳細を確認することができます。 

 

・最低運用資金 

資金管理画面で設定したmini１枚当たりの必要証拠金に、最大ドローダウン値を足した金額 

（large検証の場合は、large１枚当たりの必要証拠金の額を足した金額） 

資金管理画面で必要証拠金が設定されていない場合は、最大ドローダウン値が最低運用資金の額となります。 

 

・損益累計 

検証期間における合算の損益額。 

 

・利回り 

自己資金に対しての、損益の割合。（最低運用資金に対しての、損益累計額の割合） 
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・勝率 

全体のトレード数のうちの、勝ちトレードの割合。 

検証期間中に１円でも利益が出た場合を「勝ち」とします。損益がゼロの場合はトレード数にカウントさ

れません。 

・最大ドローダウン（ＤＤ） 

 過去のドローダウン（一時的な下げ幅）の中で一番大きい値。 

ドローダウンとは、累計損益が最高額になってから、次にそれを更新した最高額になるまでの間、どれく

らい資金が目減りしたかを見る値のことです。 

 

・損益／最大 DD 

リスク 1円あたりに対するリターン（損益）を表します。 

損益累計 ÷ 最大ドローダウン（DD） 

 

・全体リスク（％リスク管理法） 

運用資金に対して最大どれだけリスクがかかったかの割合（最大ドローダウン値÷最低運用資金） 

※資金管理画面で「全体リスク設定」および「必要証拠金」の設定がされていなければ、最大ドローダウ

ン値と、最低運用資金は同じ値となる為、100％で表示されます。 

 

・１トレード最大リスク 

検証期間中で、最も大きかった１トレードでの損失額。 

 

・１トレード最大リワード 

検証期間中で、最も大きかった１トレードでの利益額。 

 

・プロフィットファクター 

利益の損失に対しての倍率（運用期間内の総利益÷総損失） 

数値が高いほど、損小利大ということになります。 

 

   ・1回あたりの期待損益 

    １トレードあたりの期待損益額。（勝ち率×平均利益＋負け率×平均損失） 

 

・負けトレード平均リスク 

 検証期間中の損失累計額を負けトレードの回数で割った平均損失額。 

 

・勝ちトレード平均リワード 

 検証期間中の利益累計額を勝ちトレードの回数で割った平均利益額。 

 

・年平均損益 

１年間の平均損益の値。（損益累計÷検証期間の年数） 
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・年平均損失／最大ＤＤ 

 １年毎のリスク 1円あたりに対するリターン（損益）の平均値を表します。 

 

・月平均損益 

１ヶ月間の平均損益の値。（年平均損益の値÷１２ヶ月） 

 

・年平均利回り 

1年間の利回りの値。（合計利回り÷検証期間の年数） 

 

・月平均利回り 

１ヶ月間の利回りの値。（年平均利回り÷１２ヶ月） 

 

・総トレード回数 

 検証期間中全てのトレード回数。 

 

・年平均トレード回数 

１年間のトレード回数の値。（総トレード回数÷検証期間の年数） 

 

・月平均トレード回数 

１ヶ月間のトレード回数の値。（年平均トレード回数÷１２ヶ月） 

 

・最大連勝数 

検証期間中の最高連勝数。 

 

・最大連敗数 

検証期間中の最高連敗数。 

    

   ・引き分け回数 

    検証期間中の損益が０円（手数料は含まず）であったときの回数。 

 

   ・期待Ｒ倍数・標準偏差レシオ 

    期待Ｒ倍数をＲ倍数標準偏差で割った数値。成績のばらつきまで加味したうえ計算した、リスクあたりに

対する期待損益の指標として考えます。 

この数値が高いほど、より安定した利益を見込める可能性が高いと考えられます。 

※１トレードの損益を初期リスク（ロスカット設定ありの場合はロスカットの値、設定なしの場合は平均

損失）で割ったものがＲ倍数。このＲ倍数をトレード回数で割ったものが、期待Ｒ倍数です。 
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【参考】タープ博士のトレード学校 ポジションサイジング入門 Ｐ２３１から引用 

期待Ｒ倍数・標準偏差レシオ システムの質 

0.16－0.19 質は悪いがトレードは可能 

0.20－0.24 平均的 

0.25－0.29 良い 

0.30－0.49 優秀 

0.50－0.69 とびきり優秀 

0.70以上 聖杯 

 

■期待Ｒ倍数・標準偏差レシオが 0.7といった高い値を持つシステムを実現するのはほぼ不可能 

■特定の市場タイプでのみうまくいくシステムを開発しようと思えば、聖杯の水準に達したもの 

を開発するのはそれほど難しい事ではない。ただし、注意しなくてはならないのは、 

そのシステムが聖杯の水準のパフォーマンスを達成できるのは、その市場タイプでのみである 

という点である。 

 

 

 

・最大ドローダウン期間 

一時的な損失が発生してから、損益が前回の損益のピークを超えるまでの期間をドローダウン期間と言い、

一番長くドローダウン期間が続いた日数を表します。 

 

・平均ドローダウン期間 

ドローダウン期間をすべて合計し、ドローダウンが発生した回数で割った日数を表します。 

 

・ドローダウン回数 

検証期間中にドローダウンが何回発生したかを表します。 

 

 

○トレード履歴をダウンロード(csv形式) リンク 

 登録されたシステムの、日ごとの損益結果を csv形式でダウンロードすることができます。ご自身でより詳

細な分析をしたい場合に活用できます。 
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■ 中・長期検証画面 

 

中・長期検証のタブをクリックすると「新規作成」のボタンがあり、そのボタンをクリックすると、検証画面が

開きます。 

中・長期検証画面では、エントリーの条件のみならず、エグジットの条件も付けて検証することができます。 

 

中・長期検証画面で登録できるロジック数の上限は、10,000円コースは５個、19,000円コースは５０個です。 
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フィルタ―の種類は短期検証画面とほぼ同じですが、以下追加項目があります。 

 

 

○注文条件 

・「ドテン」売買の設定ができます。 

※ドテン売買とは、エントリーと同時に保有ポジションをエグジットする売買方法 

ドテン売買の設定を行う場合は、「ドテン」の１条件のみにチェックをいれるだけとなります。 

   ・エグジット条件に、保有日数を制限するフィルタがあります。 

 

   

 

 

 

○ドテンフィルター 

   買いの条件、売りの条件をそれぞれ別に設定します。ドテン売買を検証するためには、 

必ず両方の条件を設定する必要があります。 
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○ロスカットフィルター・利益確定フィルター・トレーリングストップフィルター 

短期検証画面よりも細かい設定が可能です。 

ポジション保有中にこれらの条件を達成すると、エグジットとなります。 

注文条件で設定したエグジット条件より、この条件によるエグジットのほうが優先されます。 

 

エントリーとエグジットの条件をそれぞれ変えることができる注文条件も選択できます。 

また、ロスカットとなる条件と利益確定となる条件を、同時に設定することができますが、１つのセッショ

ン内で、利益確保とロスカットのどちらも成立する結果となる場合は、ロスカット優先で成立した検証結果

が表示されます 

 

  ○ボラティリティフィルター 

 日経平均株価で算出するボラティリティの条件を設定できます。 

また、過去の最大高値と最小安値の幅がどれくらいかで、過去のボラティリティの大きさを条件として設定

できます。 
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【 運用結果グラフ・運用実績 】 

 

短期検証画面とほぼ同じですが、以下追加項目があります。 

 

○総合運用実績 

・最大保有日数 

 検証期間中、最も長くポジションを保有した日数。 

 

・平均保有日数 

 検証期間中のポジションを保有していた全日数をレード回数で割った日数。 

 

・最大含み損 

 検証期間中、エントリーからエグジットするまでの間で最も大きかった含み損。 
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■ 年間成績一覧画面 

 

年間成績一覧の画面では、「短期検証画面」「中長期検証画面」で登録したシステムの年毎の成績が一覧で確認で

きます。結果の中で特に気になる「損益合計」「勝率」「最大ドローダウン」「トレード数」を比較してみていく

ことができます。 

 

画面から削除したいシステムは、システム名下の「削除」ボタンで、一覧から削除することができます。 

システム自体が削除されるわけではない為、削除したシステムを再表示したい場合は、検証画面から再登録する

ことができます。（検証画面のシステム名入力欄の右横にある「システムを登録する」にチェックを入れ、「シミ

ュレーション開始」⇒「システム再登録」⇒一覧に再表示） 
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■ 月間成績一覧画面 

 

月間成績一覧の画面では、「短期検証画面」「中長期検証画面」で登録したシステムの月毎の成績が一覧で確認で

きます。初期設定では現在の月からさかのぼって 12ヵ月分のデータが表示され、表上部には、一覧に登録され

ている全システムの総合成績が表示されます。 

 

過去データを確認したい時は、表上部の年月入力枠内に開始年と月を入力し、「表示」ボタンを押下します。表

に指定期間の結果が表示されます。 

 

「資金管理で設定した枚数で計算する」にチェックを入れると、資金管理画面で設定した枚数での売買結果が表

示されます。 

 

画面から削除したいシステムは、システム名下の「削除」ボタンで、一覧から削除することができます。 

システム自体が削除されるわけではない為、削除したシステムを再表示したい場合は、検証画面から再登録する

ことができます。（検証画面のシステム名入力欄の右横にある「システムを登録する」にチェックを入れ、「シミ

ュレーション開始」⇒「システム再登録」⇒一覧に再表示） 
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■ 検証結果一覧画面 

 

検証結果一覧の画面では、「短期検証画面」「中長期検証画面」で登録したシステムの検証結果の中でも、特に気

になる項目について、一覧で比較検討することができます。結果の悪いものは削除ボタンで削除し、良いものは

残しながら、最適化していく作業に利用できる、非常に便利な機能です。 

 

画面から削除したいシステムは、システム名下の「削除」にチェックを入れ、削除ボタンを押下することで、一

覧から削除することができます。 

システム自体が削除されるわけではない為、削除したシステムを再表示したい場合は、検証画面から再登録する

ことができます。（検証画面のシステム名入力欄の右横にある「システムを登録する」にチェックを入れ、「シミ

ュレーション開始」⇒「システム再登録」⇒一覧に再表示） 
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■ サイン表示 

 

サイン表示の画面では、資金管理画面で選択したシステムの、 

日々のエントリー、エグジットのタイミングをチェックする 

ことができます。 

 

サイン表示は、ソフト画面右上のボタンからもウィンドウを開

くことができますが、サインは毎日チェックするため、通常は、

ソフトへのログイン後、検証ページを開かずに、サイン表示の

ボタンを押せば、直接開けます。 

ソフトは、スマートフォンからのログインも可能なため、仕事

中や出先などでも発注確認ができます。 

 

 

【 表示解説 】 

 

○日付変更ボタン 

初期表示は現在の日付となっています。 

ボタン左の日付入力枠またはカレンダーからの選択にて、

日付を変更し、ボタンを押下することで、過去のサイン表

示を確認することができます。この時、エントリーがあっ

たシステムについては、損益が表示されます。 

 

各システムは最新の更新日の状態で表示され、システムの

更新日については、日経平均のデータが更新される 15：07

またはサイン計算のために必要な最新のデータが登録され

るタイミングで切り替わります。 

データ更新後にサインを確認可能になるタイミングは、 

日経平均の終値が付いた後の 15：07頃、 

日中市場の終値が付いた後の 16：05頃、 

ナイト市場の終値とダウ平均株価の終値が付いた後 

の 7：30頃 

となります。 

 

○更新ボタン 

最新の情報を再表示させます。 

データ更新前にログインして、まだ更新日が切り替わっていないなどの場合は、更新ボタンを押下すること

で最新の情報を再表示させることが可能です。 
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○発注チェックボタン 

手動で発注する方の為の、注文出し忘れ防止機能です。 

発注済みの場合は、エントリー、エグジットの右横のチェックボックスにチェックを入れ、発注チェックボ

タンを押下すると、システムの文字がグレーとなり発注済みであることが確認できます。 

 

○期間成績 

無条件で日中セッション、ナイトセッションの寄り付きに買いエントリーし、それぞれのセッションの引け

でエグジットした場合のプロフィットファクターと勝率を確認できます。当日が属する週、当日が属する曜

日だけに限定した数値も確認できます。 

 

詳しくは、下記解説動画をご視聴下さい。 

https://youtu.be/l0sgq42M2uM 

 

○サイン確認タイミング 

各売買システムのサイン確認タイミング欄に、そのシステムが何時に最新の情報として更新されるかが、表

示されます。「このサインは毎日どのタイミングでチェックすべきか」が分かります。 

 

○システム名 

資金管理画面に登録済みのシステム名が表示されます。 

 

システムの取引銘柄が株・ETF の場合、現物取引のシステムであれば「現」のアイコンが、信用取引のシ

ステムであれば「信」のアイコンが表示されます。 

 

 

 

https://youtu.be/l0sgq42M2uM
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  ○背景色 

・背景色：ピンク 

資金管理画面に枚数の設定があり、当日サインの条件に合致しているもの 

・背景色：グレー 

資金管理画面に枚数の設定があるが、条件に合致していないもの 

・背景色：白 

資金管理画面に枚数の設定がないもの 

   ・背景色：薄黄 

     中長期システムのポジション保有状態であるもの 

・背景色：紫 

中長期システムで保有中のポジションが、エグジットサインの条件に合致しているもの 

（ザラバ中に決済する条件がありそれを達成した場合、エグジット済みとして表示されます） 

 

表示の順番については、上から 

・資金管理画面に枚数登録があり、当日サインの条件に合致しているもの 

・資金管理画面に枚数登録があり、中長期システムのポジション保有状態であるもの 

・資金管理画面に枚数登録があり、中長期システムの保有ポジションがエグジットサインの条件に合致して 

いるもの 

・資金管理画面に枚数登録があり、当日サインの条件に合致していないもの 

・資金管理画面に枚数登録がなく、当日サインの条件に合致しているもの 

・資金管理画面に枚数登録がなく、中長期システムのポジション保有状態であるもの 

・資金管理画面に枚数登録がなく、当日サインの条件に合致していないもの 

となります。 

 

エントリー監視があるシステムの場合は、監視以外の条件に合致している場合に常に背景色がピンクの状態

となります。その場合に、追加でエントリー監視の価格を確認し、条件に合致すれば、注文を出すことにな

ります。 
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○更新日 

設定の条件のデータが更新された時点での更新日となります。 

※KENSHIRO-225では、ナイト市場は同日の日中市場と同じ日付で定義しています。 

 例）2020年 4月 23日の 8：45から 15:15までの日中市場と、16:30から翌 05：30までのナイト市場は、

どちらも 2020年 4月 23日のデータとして扱われます。 

 

○エントリー・エグジット 

発注条件が文章で表示されます。 

※「翌日の」という条件は、「更新日の翌日の」という意味となります。 

  この場合の「更新日」については、システム名右隣の更新日のことを指します。 

 

＜注文の出し方例 その１＞ 

更新日（システム名右横）：2020/4/23 

エントリー：翌日の日中の始値で１枚売り 

エグジット：翌日のナイトの始値で１枚買い 

上記表示の場合、エントリーは「2020年 4月 24日の日中の始値で１枚売る」、 

エグジットは「同じ日の 16：30に始まるナイト市場の始値で買い決済」という注文になります。 

 

＜注文の出し方例 その２＞ 

更新日（システム名右横）：2020/4/23 

エントリー：本日のナイトの始値で１枚売り 

エグジット：本日のナイトの終値で１枚買い 

上記表示の場合、エントリーは「2020年 4月 23日のナイトの始値で１枚売る」、 

エグジットは「翌朝 5：30のナイト市場の終値で買い決済」という注文になります。 

 

○メモ 

売買システムのメモ欄に記入した自由文章が表示されます。システムの運用にあたり、サイン確認・発注時

に留意したいことなどを記載しておく使い方ができます。 

 

 


