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問い合わせ・申込み　　http://w2c-beverley.trgy.co.jp/

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つでの稼働が可能です。

以下レポート（仕様）もご一読下さい。

http://w2c-beverley.trgy.co.jp/
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/
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要約
・エントリー／イグジットが一対の売買ロジック
・ロットコントロールなし
・複数ポジションを持たない
・基本途転売買
・週またぎあり
・トレード回数は、月30回前後
・検証期間（10年）から導かれるスタートロット最大値（≒最大リスク）
は、1万ドル当たり0.4Lot（レバレッジ4倍）
・S/Lは個々のポジションによる変動制
・勝率は　45％前後
・利大損小　（ペイオフレシオ　1.45）

　

W2C-Beverley_ver1.**.ex4

開発者：　株式会社トリロジー
URL　：　http://www.trgy.co.jp/

http://www.trgy.co.jp/
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概略・トレード条件
通貨ペア　　：　GBP/JPY
時間軸　　　：　M15
トレード頻度：　350～500回／年
推奨時間帯　：　ー
設定難易度　：　易
カテゴリ　　：　シンプルトレード

Strategy Tester Report
test環境　　：　OANDA-Japan Practice (Build 840)
通貨ペア ：　GBP/JPY (GB Pond vs Japanese Yen)
期間 ：　15 Minutes (M15) 2005.01.01 – 2014.12.31
Model　：　Open prices only (only for Expert Advisors that explicitly control bar
opening)
パラメーター：Lots=0.2;　Spread=40 (4.0pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft 28384.51　／10年
・Proft factor 1.15　
・Expected payof　7.24
・Maximal drawdown 3998.08 (13.09%)　／10年
・Total trades 3922　／10年
・Proft trades 1735 (44.24%)
・Loss trades 2187 (55.76%)
・Largest　proft trade　 857.18　loss trade　-241.93
・Average　proft trade　126.76　loss trade　  -87.59

　http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2005-2014_02lot_openprices.htm

http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2005-2014_02lot_openprices.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2005-2014_02lot_openprices.htm
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考察：Strategy Tester Report
以降、本報告の基準となるテスト結果として、前項を用います。

スプレッドは、ポンド円としては少しワイドな4.0pips（Spread;40を選択、
次項「参考：スプレッド、配信レートについて」参照）とし、ライブトレー
ドでの未約定やスリッページへのマージンを確保しました。

複数ポジションを取らないW2C-Beverley（以下、本EA）はリスク管理が容
易で、原資1万ドルに対してLot:0.2（2万ドル）は、2倍相当のレバレッジと
なります。
最大スタートLotに関しては、本テスト結果における最大ドローダウンから決
定し、次項で報告します。

テスト期間10年間の総損益は、+28385ドルとなり、複利運用を用いない単
年度収益は、2839ドル／年でした。
もちろんこれは、スタートLotを増やすこと、及び運用益の複利効果を用いる
ことにより増加させることができます。

本EAの性能を表す数値は以下の通りです。
プロフィットファクター　1.15　（総利益2199345÷総損失191550.）
期待利得　7.24ドル　（28385÷3922）
最大ドローダウン　3998ドル

まず取引回数が3922回と、同様EAに比較しても多く、本テスト結果の正確
性を議論するのに十分な試行回数であることを前提とします。

プロフィットファクター　1.15　は、少し小さな値に感じるかもしれません
が、十分に本EAの優位性を示す範囲内であると考えます。
最大ドローダウンも小さく、EA稼働直後にコレに見舞われる極端な例をケア
するなら、その最大スタートLotは、0.4（4万ドル）となります。

平均勝率　44.24%（1735／3922*100）は、トレードタイプEAとしては使
用者が非常に扱い易いものです。
勝ち負け回数の差が小さいことは、同一期間におけるそれぞれ試行回数に偏
りがないため、信頼性の高いテスト結果を得ていると言えます。

勝ちトレードと負けトレードの中身は、最大利益857ドル、最大損失-242ド
ルからもわかるように、利大損小（平均利損126.76ドル、-87.59ドル）とな
るよう設計されております。
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各年度　Strategy Tester Report　エクイティカーブ
2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

10000　→　14848

10000　→　1860910000　→　17079

10000　→　1860910000　→　10290

10000　→　1860910000　→　16942

10000　→　1860910000　→　11540

10000　→　 8289

http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2010_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2009_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2008_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2007_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2006_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2005_02lot_everytick.htm
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各年度　Strategy Tester Report　エクイティカーブ
2011年

2012年

2013年

2014年

上記各年度のエクイティカーブ・グラフをクリックすると、それぞれの　
Strategy Tester Report　が表示されます。

10000　→　1860910000　→　18609

10000　→　20511

10000　→　11353

10000　→　 9017

10000　→　1860910000　→　 13595

10000　→　13528

http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2014_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2013_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2012_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2011_02lot_everytick.htm
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考察：各年度　Strategy Tester Report
test環境　　：　OANDA-Japan Practice (Build 840)
通貨ペア ：　GBP/JPY (GB Pond vs Japanese Yen)
期間 ：　15 Minutes (M15) 2005.01.01 – 2014.12.31
Model　：　Every tick (the most precise method based on all available
least timeframes)
パラメーター：Lots=0.2;　Spread=40 (4.0pips);

テスト結果 ：　
・Initial deposit 10000.00
・Total net proft -1711　～　7079　／年
・Proft factor 0.89　～　1.28
・Expected payof　-4.54　～　17.61
・Maximal drawdown　1656.74 (13.00%)　～　4107.79 (38.81%)／年
・Total trades 347　～　493　／年
・Proft trades (% of total) 41.04%　～　47.84%　

10年の単年度成績において、運用成績がマイナスとなったのは2年、平均運用
成績は　+28.4%/年（@レバレッジ2倍単利運用）となりました。

ちなみにこの運用成績は、本EA単独運用でもヘッジファンドの年間運用成績ラ
ンキングにおいて、上位にランキングされるレベルとなっています。（次項
「参考：ヘッジファンド・ランキング・ベスト10」参照）

通年の結果同様、各年度で行ったテスト結果からも、十分に優秀なEAであるこ
とが示されました。
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補足：トレードサンプル

典型的なトレードサンプルをチャートとともに下に示します。

エントリーポイントをイグジットサインとする途転売買を繰り返し、上図のよ
うなトレードを行います。

複数同時ポジションは建てませんが、ほぼポジションを保有している状態で、
小さな損切りにより大きな利益を狙うことで、プラス成績を積み上げていき
ます。

使用するテクニカル指標、ロジックの特性から、典型的な狭いレンジ相場を
苦手とし、連続性を欠く相場や、急激な変動にも弱い傾向を示します。
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補足：リアルフォワード
本EAの各MT4ブローカーそれぞれにおけるフォワード成績を、myfxbookに
公開しております。

下記URLよりご覧ください。

http://www.myfxbook.com/members/W2CBeverley/w2c-beverley-oanda/1301691

http://www.myfxbook.com/members/W2CBeverley/w2c-beverley-ava/1291318

http://www.myfxbook.com/members/W2CBeverley/w2c-beverley-gaitamefnest/1301695

http://www.myfxbook.com/members/W2CBeverley/w2c-beverley-oanda/1301691
http://www.myfxbook.com/members/W2CBeverley/w2c-beverley-ava/1291318
http://www.myfxbook.com/members/W2CBeverley/w2c-beverley-gaitamefinest/1301695
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補足：ヒストリカルデータの違いによる成績差
本EAは、エントリーシグナルとしては比較的短い15分足を用いて売買を行う
ため、それぞれMT4ブローカー配信レートの違いやスプレッド差に成績が大
きく左右されます。

下図は、ヒストリカルデータ（≒配信レート）の違いによる、各年度それぞれ
のバックテスト結果です。前記成績差を定量化しました。

※1)　用いたMT4ブローカーは、国内外を含めた　
Alpari（緑）、AVA（青）、FX**（灰）、OANDA（赤）の4業者としました。
※2)　図は上記バラつきを周知するためのものであり、portfolio（=各社の合算、青太）に関しては、ソフト
の仕様上掲載されたものです。ここでは各社の合算に意味はありません。NetProft順にでソートしました。
※3)　用いた各ブローカー、各年度のStrategy Tester Report詳細は、下記URLの20XX　に所望の年度を
入力してご査収ください。
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_AlpariUK_20**_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_AVA_20**_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_FX**_20**_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_20**_02lot_everytick.htm
※4)　海外FX業者も比較に加えることでより公正な視点での比較を試みたものであり、取引は国内FX業者で
行うことを強く推奨いたします。

2005年

2006年

http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_AlpariUK_2014_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_AVA_2014_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_FXDD_2014_02lot_everytick.htm
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/backtest-data/W2C-Beverley_OANDA_2014_02lot_everytick.htm
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2007年

2008年

2009年

2010年
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2011年

2012年

2013年

2014年
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参考：スプレッド、配信レートについて
MT4ブローカーのスプレッド比較（www.myfxbook.com）を紹介します。

上図に示すwebサイトでは、常に変動する各社スプレッドを、リアルタイムで
モニターし公開しています。業者が提示するスプレッドにおいても、この程度
の差が存在することを再認識ください。

また、各業者（OANDA、AVA、Forex.comJ、GaitameFinest、FXDD、Al
pariRU）の配信レート（約定力は別）一例を下図に示しました。
キャプチャーした時点でのレート差は、192.957～192.986　と　2.9pips
のヒラキが存在しました。

http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads
http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads
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参考：ヘッジファンド・ランキング・ベスト10
最も高いリターンを出したヘッジファンドのランキング（出所：Bloomberg
他）

[ 2011年 ]
http://tinyurl.com/pdtnt7x

1. Tiger Global: 45 procent - 6,0 mrd dollar
2. Renaissanc　e Institutional Equities: 33,1 procent - 7,0 mrd dollar 
3. Pure Alpha II: 23,5 procent - 53 mrd dollar
4. Discus Managed Futures Program: 20,9 procent - 2,5 mrd dollar
5. Providence MBS: 20,6 procent - 1,3 mrd dollar
6. Oculus: 19,0 prozent - 7,0 mrd dollar
7. All Weather: 17,8 procent - 4,4 mrd dollar
8. Dymon Asia Macro: 17,8 procent - 1,6 mrd dollar
9. Citadel: 17,7 procent - 11,0 mrd dollar
10. Coatue Management: 16,9 procent - 4,7 mrd dollar

[ 2012年 ]　
http://tinyurl.com/azcouba

1. Metacapital Mortgage Opportunities: 37.8% (2011 return: 23.6%
2. Pine River Fixed Income: 32.9% (2011 return: 4.8%
3. CQS Directional Opportunities: 28.9% (2011 return: -10.4%
4. Pine River Liquid Mortgage: 28.0% (2011 return: 7.2%
5. Omega Overseas Partners A: 24.4% (2011 return: -1.4%
6. Odey European: 24.1% (2011 return: -20.3%
7. Marathon Securitized Credit: 24.0% (2011 return: -4.2%
8. Palomino: 24.0% (2011 return: -3.5%
9. BTG Pactual GEMM: 23.1% (2011 return: 3.4%
10. Third Point Ultra: 22.1% (2011 return: -2.3%

[ 2013年 ]　
http://tinyurl.com/p4wpvtc

1. Glenview Capital Opportunityl: +84.2% (2012 Return: +54.3%
2. Matrix Capital Management : +56.0% (2012 Return: +20%
3. Paulson Recovery :  +45% (2012 Return: +4.9%
4. Lansdowne Developed Markets SIF :  +39.7% (2012 Return: +30%
5. The Children’s Investment : +39.7% (2012 Return: +30%
6. Owl Creek Overseas : +38.1% (2012 Return: +11.1%
7. Glenview Capital Partners : +37.4% (2012 Return: +24.2%
8. Trian Partners : +34.9% (2012 Return: +0.9%
9. Palomino : +31.5% (2012 Return: +29.3%
10. Pelham Long/Short : +30.3% (2012 Return: +18.4%
11.Two Sigma Compass Enhanced: +29.2%（2012 Return: +8.2%
12.Third Point Ultra: +28.8%（2012 Return: +33.5%
13.VR Global Ofshore: +27.4%（2012 Return: +20.6%

W2C-Beverley

平均年利 28.4% →

2011年  36.0% →

平均年利 28.4% →

2012年  13.5% →

平均年利 28.4% →

2013年  -9.8% →

http://tinyurl.com/pdtnt7x
http://tinyurl.com/azcouba
http://tinyurl.com/p4wpvtc
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付録：ディスクレーマー
●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だき、お客
様ご自身の判断でお取引ください。

●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が預託すべき証
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が生じる恐れがあり、お客様の預託している証拠金
を上回るおそれがあり元本保証ではありません。

http://www.trgy.co.jp/
http://w2c.trgy.co.jp/
http://www.infocart.jp/e/48766/000000/
http://www.trgy.co.jp/wp-content/uploads/W2C-Matthew_rep.pdf
https://www.avatrade.co.jp/reg/LiveAccountRegist1.aspx?tag=51355&tag2=tr002
http://www.tsukaeru.net/?rdp=fx/&pid=2745&sys=2&tp=2
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/
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問い合わせ・申込み　　http://w2c-beverley.trgy.co.jp/

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　
での稼働が可能です。

http://w2c-beverley.trgy.co.jp/
http://w2c-beverley.trgy.co.jp/
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