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FX ⾃動売買ツール「アルゴトレード３６５」⽉間利益ランキング公開（2013 年 5 ⽉）
〜ランキング 1 位は⽉間で約 11 万円の利益！ポンド/円の売買システムが⼤活躍！〜
岡三オンラインＦＸ(くりっく 365)専用ＦＸ自動売買ツール「アルゴトレード３６５」サポートコンテ
ンツ「月間アルゴ情報局」より、搭載されている売買システムの月間利益ランキング（2013 年 5 月）をお
知らせいたします。

■ アルゴトレード３６５ 月間利益ランキング（2013 年 5 月）
RANK

期間損益

売買システム名

期間損益

スパイクショット GBP/JPY 日足

1,116pips

111,600 円

トレンドイーター GBP/JPY 日足

841 pips

84,100 円

波動ブレイカー GBP/JPY 日足

803 pips

80,300 円

4位

波動ブレイカー GBP/JPY 3 時間足

803 pips

80,300 円

5位

波動キャプチャー GBP/JPY 日足

803 pips

80,300 円

（1 万通貨あたり）

■ 月間利益ランキング概況
2013 年 5 月のアルゴトレード３６５は、英ポンド/円を対象とした売買システムがランキング上位を占
める結果となりました。
中でも月間利益ランキング No.1 に輝いたのは、
「スパイクショット GBP/JPY 日足」
。
4 月中旬にエントリーしたポジションの決済、また、5 月中旬の高値水準からの逆張りによって月間で
1,160pips を獲得しました。
「スパイクショット」は、アルゴトレード３６５では数少ない「逆張り」タイプの売買モデルです。
直近の高値・安値や終値の水準などによって相場の流れを判断し、それまでの流れから反転すると判
断した時に、
「逆張り」で売買します。
「スパイクショット」は、逆張り型ゆえに一方向に推移するトレンド相場では利益を狙いにくいように
見えますが、トレンドが継続している中での「押し目買い」や「戻り売り」のタイミングでエントリーを
して利益を狙うこともできるので、ポートフォリオにも有効と言えます。
取引内容などの詳細につきましては、当社 Web サイトをご参照ください。
http://www.okasan-online.co.jp/fx_tools/algotrade365/info.html
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■ 2013 年 5 月の相場概況（岡三オンライン証券 投資戦略部 部長 武部力也）
「為替は基本的に乱高下しないことが大事」－。 これは 5/14 日に甘利経済再生相の弁です。
市場は「1 ドル 100 円の壁」に上限とした達成感を見せた一方、実際に同壁を突破すると 5/13 に 102
円台、5/17 に 103 円台と円売りの加速感を知らしめました。
しかし 5 月下旬には異次元緩和に伴う副作用である“円安・株高、円安・株高、
”とした同調性が株安・
円高に反転逆流しました。ヘッジファンドによる高頻度運用取引、先物オプションなど複合的な執行が日
本株の調整下落が引き起こしたとされ円も対主要通貨に対して急騰するとしたハイボラティリティな展開
を見せました。
そうした相場環境において 5 月のアルゴトレード成果は逆張りタイプのスパイクショット（GBP/JPY 日
足）が 1 位となりましたが 2 位から 5 位を占めたのは順張りタイプのトレンドイーター （GBP/JPY 日足）
や同じく順張りタイプの波動ブレイカーとなりました。
上位好成績を修めた通貨ペアは全て GBP/JPY です。

■ オスピス推奨ポートフォリオ（2013 年 6 月）
システムトレードのプロであり、アルゴトレード３６５の開発業者である（株）オスピスが推奨するポ
ートフォリオです。今後一か月間で、最も良い成績が期待できる売買システムの組み合わせを毎月 1 回公
開いたします。
組み合わせる売買システム

取引枚数

トレンドランカーUSD/JPY 30 分足

1枚

TF ヴァル CHF/JPY 60 分足

1枚

CT ヴァル CAD/JPY 60 分足

1枚

合成トラックレコード

合計損益曲線

期間損益

5,979 pips

勝率

47.32%

PF（損益率）

1.67

最大

−340pips

ドローダウン

（円換算：約−34,000 円）

RRR

17.58

直近 12 カ月のトラックレコードから売買システムの組み合わせを検証しました。
その結果、トレンドランカー USD/JPY 30 分足、TF ヴァル CHF/JPY 60 分足、CT ヴァル CAD/JPY 60 分
足の組み合わせが最も収益が期待できる組み合わせでした。
通貨は USD、JPY、CHF、CAD に分散されています。また、戦略は順張りタイプのトレンドランカー、TF
ヴァル、逆張りタイプの CT ヴァルに分散されています。
このポートフォリオの特徴は、取引頻度が多めで、かつ、長期的に収益が安定している売買システム同
士を組み合わせている点でしょう。
こうした売買システムは取引頻度が少ない売買システムに比べて、過去のトラックレコードの再現性の
高さに期待が持てます。また、取引頻度も高いことから、途中で手動決済したくなる誘惑も少なさそうで
す。これにより、機械的に取引を継続しやすいポートフォリオとなっています。
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【月間アルゴ情報局】
http://www.okasan-online.co.jp/fx_tools/algotrade365/info.html

【アルゴトレード３６５とは】
「アルゴトレード３６５」は、株式会社オスピスが東京金融取引所の「くりっく３６５」専用に開発した
選択型のＦＸ自動売買ツールです。厳選された合計 1,152 通りの売買システム（平成 25 年 6 月 7 日現在）
から、お好みの売買システムを選ぶだけの簡単操作で、誰でもシステムトレードを始めることが可能です。
過去の損益パフォーマンスや勝率などの各種ランキングや、お好みの売買システムを見つけ出す検索・比
較機能、何百万通りの複数売買モデルの組み合わせの中から、統計的に優位性の高い組み合わせをセレク
トする「ポートフォリオ機能」などを搭載しており、システムトレードに精通している投資家はもちろん、
「システムトレード初心者」の方も安心してご利用いただけます。

【システムトレードとは】
株式や外国為替などの金融市場の取引において、あらかじめ決めた一定の売買ルールに従い、機械的、
継続的に取引する投資の手法を指します。
各売買システムに表示されている「期間損益」
「勝率」等の数値は、過去の結果に基づいて算出したものであり、将来
の結果を保証するものではございません。また、売買システムリリース以前の数値は、過去のくりっく３６５の為替
レートを使用して売買システムを稼動させた場合のシミュレーション結果です。

岡三オンライン証券は、今後とも価値あるサービスの提供に努めてまいります。
以 上

■ 岡三オンラインＦＸ（取引所外国為替証拠金取引）に関する留意事項
＜リスク＞ 取引所外国為替証拠金取引は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動
により損益が大きく変動し、投資元本（証拠金）を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、決済対象通貨
の対円相場の変動により決済時の損益額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイン
トの受取額が増減する可能性があります。対象通貨の金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に
転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず、不測の損害が発生する可能性があります。
システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。
＜証拠金＞ 個人のお客様の発注証拠金（必要証拠金）は、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応
じた所要額を加えた額とします。法人のお客様の発注証拠金（必要証拠金）は、取引所が定める証拠金基準額としま
す。発注証拠金に対して、1 取引単位（1 万又は 10 万通貨）の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに
異なります。Web サイトで最新のものをご確認ください。
＜手数料等（表示は税込）＞ 通常コースの取引手数料は 1 取引単位あたり 100 円（取引枚数により段階的減額あり）
です。1 倍コースでは１取引単位あたり 1,050 円です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動し
ます。Web サイトで最新のものをご確認ください。
お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等および Web サイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご
自身の判断と責任で行ってください。

商号等：岡三オンライン証券株式会社 金融商品取引業者／関東財務局長（金商）第 52 号
加入協会：日本証券業協会／一般社団法人金融先物取引業協会
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