
TRANS

投資行為にはリスクを伴います。

必ず下記の項目を遵守してください。

・自身の判断で利用を行うこと

・自身の責任で利用を行うこと

・無理のない範囲で余裕資金での運用を行うこと

・運用に伴うリスクを把握したうえで利用すること



TRANS

*代表値を記載。相場状況および通貨レートに合わせて変動のあり。

名称
想定月間利回り

(５年平均)
BT期間

実質損切幅*

（理論値最小損切幅）

EURUSD
単利
損切可

8.1% 5年,10年
210pips-500pips

（200pips）

USDCAD
単利
損切可

7.3% 5年,10年
365pips-500pips

（190pips）

GBPCAD
単利
損切可

3.2% 5年,10年
778pips-1111pips

（440pips）



TRANS

名称 想定月間利回り BT期間
実質損切幅*

（理論値最小損切幅）

EURGBP
単利
損切可

5.4% 5年,10年
300pips-500pips

（300pips）

AUDNZD
単利
損切可

3.4% 5年,10年
290pips-400pips

（290pips）

*代表値を記載。相場状況および通貨レートに合わせて変動のあり。



対応通貨 EURUSD

最大ポジション 15(buy, sell 1方向)

取引スタイル 単利/スイング・デイトレ

使用時間足
AI:10M / DS:M10,H3 / DN:M10,H1 / 

MACD:H4

運用LOT Ave.12.22Lot/月/1M円

マーチンゲール
あり 倍率1.2(1st 0.11Lot/1M円**)

※10ポジ保有時以降は35pips反発で決済でき
るように自動ロット調整

ナンピン あり 最小ナンピン幅 10pips**

稼働時間 24H

エントリー方法
1ポジ目：AI予測値 + DS***

ナンピン：ナンピン幅 + DN**** or MACD

利確方法
1ポジ目：15pips確保+5pips幅トレール(足確定時) 

ナンピン：合計PL決済+5pips(足確定時) 

損切方法 含み損が設定値に達すると全ポジ決済

最小損切幅** 200pips

利確までの最小値幅** 52.8pips 最大ポジション保有時

最低月間利率 1.3~23.2%(単利)

Model : EURUSD バックテスト結果

*エントリートレール(ET)：エントリー条件を満たした後、押し目・戻し検出

**代表値を記載 相場状況および通貨レート、ロジックに合わせて変動あり

***ダウシグナル(DS)：ダウ理論を用いて目線管理

****ダウナンピン(DN)：ダウ理論を用いて反発狙いでエントリー



対応通貨 USDCAD

最大ポジション 16(buy, sell 1方向)**

取引スタイル 単利/スイング・デイトレ

使用時間足 AI:10M / DS:M5,M15 / DN:M5 / MACD:M15

運用LOT Ave.19.12Lot/月/1M円

マーチンゲール あり 倍率1.2(1st 0.12Lot/1M円**)

ナンピン あり ナンピン幅最小10pips**

稼働時間 24H

エントリー方法
1ポジ目：AI閾値+DS or MACD + 5pips ET*(足確定時)

ナンピン：DN or MACD+5pips ET*(足確定時) 

利確方法
1ポジ目：30pips確保 +5pips幅トレール(足確定時)

ナンピン：合計PL決済+5pips(足確定時)

損切方法 含み損が設定値に達すると全ポジ決済

最小損切幅** 190pips

利確までの最小値幅** 48.8pips 最大ポジション保有時

月間利率 1.3~31.0%(単利)

Model : USDCAD バックテスト結果

*エントリートレール(ET)：エントリー条件を満たした後、押し目・戻し検出

**代表値を記載 相場状況および通貨レート、ロジックに合わせて変動あり

***ダウシグナル(DS)：ダウ理論を用いて目線管理

****ダウナンピン(DN)：ダウ理論を用いて反発狙いでエントリー



対応通貨 GBPCAD

最大ポジション 11(buy, sell 1方向)**

取引スタイル 単利/スイング・デイトレ

使用時間足 AI:M10 / RSI:H1 / MACD:H1 / MA:M15

運用LOT Ave.3.66Lot/月/1M円

マーチンゲール あり 倍率1.4(1st 0.08Lot/1M円**)

ナンピン あり ナンピン幅最小40pips

稼働時間 24H

エントリー方法
1ポジ目：AI閾値+ MA***

ナンピン：所定幅 + RSI or MACD or MA + 5pipsET(足
確定時)

利確方法
1ポジ目：60pips確保 + 5pips幅トレール(足確定時)

ナンピン：BE基準10pips確保(足確定時)

損切方法 含み損が設定値に達すると全ポジ決済

最小損切幅** 440pips

利確までの最小値幅** 89pips 最大ポジション保有時

最低月間利率 0.09~14.5 %(単利)

Model : GBPCAD バックテスト結果

*エントリートレール(ET)：エントリー条件を満たした後、押し目・戻し検出

**代表値を記載 相場状況および通貨レート、ロジックに合わせて変動あり

***ダウシグナル(DS)：ダウ理論を用いて目線管理

****ダウナンピン(DN)：ダウ理論を用いて反発狙い

*****移動平均(MA)：移動平均で環境認識を行う

******PO：パーフェクトオーダー



対応通貨 EURGBP

最大ポジション 9(buy, sell 1方向)**

取引スタイル 単利/スイング・デイトレ

使用時間足 AI:10M / MA:M15,M12

運用LOT Ave.3.64Lot/月/1M円

マーチンゲール あり 倍率1.6(1st 0.14Lot/1M円**)

ナンピン あり ナンピン幅なし

稼働時間 24H

エントリー方法
1ポジ目：AI閾値+DS + MA***(PO*****開始時)

ナンピン：MA (PO開始時)+直近エントリから1H経過

利確方法
1ポジ目：65pips確保 +30pips幅トレール
ナンピン：合計PL95pips確保

損切方法 含み損が設定値に達すると全ポジ決済

最小損切幅** -

利確までの最小値幅** -

最低月間利率 0.07~18.1 %(単利)

Model : EURGBP バックテスト結果

*エントリートレール(ET)：エントリー条件を満たした後、押し目・戻し検出

**代表値を記載 相場状況および通貨レート、ロジックに合わせて変動あり

***ダウシグナル(DS)：ダウ理論を用いて目線管理

****ダウナンピン(DN)：ダウ理論を用いて反発狙い

*****移動平均(MA)：移動平均で環境認識を行う

******PO：パーフェクトオーダー



対応通貨 AUDNZD

最大ポジション 9(buy, sell 1方向)**

取引スタイル 単利/スイング・デイトレ

使用時間足 AI:M10 / MA:H1 / RSI:H1 / MACD:H1 / ATR:D1

運用LOT Ave.12.32Lot/月/1M円

マーチンゲール あり 倍率1.6(1st 0.11Lot/1M円**)

ナンピン あり ナンピン幅 ATRにより随時決定

稼働時間 24H

エントリー方法
1ポジ目：AI閾値+MA***(PO*****開始時)

ナンピン：RSI or MACD or MA

利確方法
1ポジ目：90pips確保 +5pips幅トレール(足確定時)

ナンピン：BE基準20pips確保

損切方法 含み損が設定値に達すると全ポジ決済

最小損切幅** -(ATRで随時算出)

利確までの最小値幅** -(ATRで随時算出)

最低月間利率 0.05~20.6 %(単利)

Model : AUDNZD バックテスト結果

*エントリートレール(ET)：エントリー条件を満たした後、押し目・戻し検出

**代表値を記載 相場状況および通貨レート、ロジックに合わせて変動あり

***ダウシグナル(DS)：ダウ理論を用いて目線管理

****ダウナンピン(DN)：ダウ理論を用いて反発狙い

*****移動平均(MA)：移動平均で環境認識を行う

******PO：パーフェクトオーダー



対応通貨 AUDCAD

最大ポジション 5(buy, sell 1方向)**

取引スタイル 単利/スイング・デイトレ

使用時間足 AI:M5 / DS:M15,H4 / RSI:M15

運用LOT Ave.11.47Lot/月/1M円

マーチンゲール あり 倍率1.9(1st 0.59Lot/1M円**)

ナンピン あり ナンピン幅最小50pips**

稼働時間 24H

エントリー方法
1ポジ目：AI閾値+DS*** or MA*****

ナンピン：所定幅 + RSI or MACD + 直近エントリから
5分経過

利確方法
1ポジ目：40pips確保 +5pips幅トレール(足確定時)

ナンピン：合計PL5pips確保

損切方法 含み損が設定値に達すると全ポジ決済

最小損切幅** 230pips

利確までの最小値幅** 38.0pips 最大ポジション保有時

最低月間利率 0.02~28.4%(単利)

Model : AUDCAD バックテスト結果

*エントリートレール(ET)：エントリー条件を満たした後、押し目・戻し検出

**代表値を記載 相場状況および通貨レート、ロジックに合わせて変動あり

***ダウシグナル(DS)：ダウ理論を用いて目線管理

****ダウナンピン(DN)：ダウ理論を用いて反発狙い

*****移動平均(DN)：移動平均で環境認識を行う



一般的なナンピン・マーチンゲール手法について

長所
毎月安定した利益を得られる

安定して波を打つ相場が得意

等間隔(指定ナンピン幅)でロットを増やしながらエントリーする取引手法

逆行しても少ない戻しでトータル収益をプラスにする

優秀なナンピンマーチン手法とは

・高い利回りでも資金が溶けるリスクが低い

・一方向への広いトレンドで耐えられる

★エントリーするタイミングの見極めがカギ

短所
反発のないトレンド相場が苦手

高利回りほど資金が溶けやすい



TRANSの強み

独自の技術によって

利回りを確保しながら

安全性の底上げ

ナンピン・マーチンゲール手法の弱点を技術でカバー

利回り⇔安全性のトレードオフ関係を改善を狙う



TRANSの強み①

サポートAIによる方向性の予測とダウ理論による目線管理

ダウ目線とサポートAIの出力が一致したところで順張し利益を狙う

基本は順張りで利確狙い

逆行した時にナンピン開始

基本は順張りで

1ポジション利確

目線管理



独自のロジックによる耐急変性

TRANSの強み②

急変を避けてより優位

な位置で効果的な

ナンピンエントリー

一般的には等幅で

ナンピンエントリー

急変時はエントリーせず耐え幅を広くして安全性を高める

機械的に

等幅で追加

効果的な位置で

ポジション追加



独自のロジックによる「押目」「戻し」察知

TRANSの強み③

1方向への反発なき変動では

エントリーしないため耐え

られる幅が広がる

反発なき１方向への変動時はエントリーを避けて安全性を高める

押目・戻し

を狙い撃ち



負けを織込済みのナンピン早期手仕舞い

TRANSの強み④

買い：エントリー 決済

売り：エントリー 決済

ナンピンポジションを早期に解消し安全性向上を狙う

買いナンピン決済ライン 反対方向の利確によってナンピンの

決済ラインを近づけて早期に手仕舞い



平均利回り 損切時の損失 損失回復期間

1モデル 5.0% -1,000,000 20カ月

5モデル 5.0% -200,000 5カ月

複数通貨ペアを同時に運用しリスクヘッジ

TRANSの強み⑤

分散運用を行いドローダウン発生時の損失最小化と早期回復を狙う

取引モデル１

EURUSD
取引モデル2

USDCAD
取引モデル3

GBPCAD

取引モデルは
順次追加予定

EA本体（1つのEAで複数のモデルを管理）

Ex.運用額100万円の場合の比較

※1例であり、設定値により変動します。

取引モデル4

EURGBP
取引モデル5

AUDNZD



運用上の注意点

1方向の反発がない長期トレンドで運用資金を溶かす可能性があります。

（本モデルに限らずナンピンマーチン手法で共通）

各モデルでは、

1方向の反発のないトレンド相場で

強制ロスカットの可能性があります。

運用に際して下記の事項を必ず遵守下さい。

・リスクを把握すること

・自己責任で運用可否を決めること

・余裕資金で運用すること



Qリスクについてどのように考えておけば良いですか？

・反発がない一方方向への長期トレンドが発生すると含み損が増加し続け資金が

なくなる可能性があります。

⇒本モデルに限らず、ナンピンとマーチンゲールを組み合わせた手法はこのよう

なリスクが必ずついてきます。

・指標発表時の稼働停止や資金管理を行うことでリスクを抑えることが可能です。

===



10年バックテスト

5通貨同時運用
EURUSD/EURGBP/GBPCAD/AUDNZD/USDCAD

※$は¥に読み替え

※バックテスト結果を表示

※成績は設定値に応じて
変化するため一例を表示



10年バックテスト

5通貨同時運用
EURUSD/EURGBP/GBPCAD/AUDNZD/USDCAD



Model:

EURUSD

※$は¥に読み替え

※バックテスト結果を表示

※成績は設定値に応じて
変化するため一例を表示



EURUSD

¥表示

%表示



Model:

USDCAD

※$は¥に読み替え

※バックテスト結果を表示

※成績は設定値に応じて
変化するため一例を表示



USDCAD

¥表示

%表示



Model:

GBPCAD

※$は¥に読み替え

※バックテスト結果を表示

※成績は設定値に応じて
変化するため一例を表示



GBPCAD

¥表示

%表示



Model:

EURGBP

※$は¥に読み替え

※バックテスト結果を表示

※成績は設定値に応じて
変化するため一例を表示



EURGBP

¥表示

%表示



Model:

AUDNZD

※$は¥に読み替え

※バックテスト結果を表示

※成績は設定値に応じて
変化するため一例を表示



AUDNZD

¥表示

%表示



Model:

AUDCAD

※$は¥に読み替え

※バックテスト結果を表示

※成績は設定値に応じて
変化するため一例を表示



AUDCAD

¥表示

%表示



ご参考
AIによる予測モデルの仕組について



1.AIとはなにか？

ヒトの脳みそ

ヒトの脳が学習するときの動きをプログラムであらわしたもの

AI=プログラムで脳みそを模倣



1.AIとはなにか？

試行錯誤を繰り返し

たろうくん（２３さい） たろうくん（２７さい）

ヒトが学習するときのながれ

目的：資産を増やす



1.AIとはなにか？

試行錯誤を繰り返し
（学習がとてつもなく早い）

AIさん AIさん（1時間後）

ヒトが学習するときとAIが学習するときは基本的に同じ

目的：資産を増やす



2. AIはどのように為替取引を勉強しているのか？

AIさん（勉強前） AIさん（勉強後）

為替のチャート

勉強期間(12年分) バックテスト(3年分)

ふむふむ。このデータはこんな感
じで変化するのね。（学習）

こんな感じで変化
しそう。（予測）

フォワードテスト（実運用）

実際の運用3pipsで実施



FX取引所

AIさん搭載ソフトウェア

①為替データを集めて、予想する。

②AIさんが予測した結果を渡す。

インターネット

3.AIがどのように為替取引を行うのか？

③売買を自動で行う。

ヒト



① データを集める （FX）

ヒストリカルデータを取得 中身は膨大なティックデータ



② データセットを作る （FX）

上がるデータ 下がるデータ

ある一定期間のデータ ある一定期間のデータ



③ 学習する

Up

Down

検証で使う
データセット

学習で使う
データセット

１つ前の
ティック

２つ前の
ティック

３つ前の
ティック

N個前の
ティック

学習データセットで重みを調整
検証データセットで評価が高いものを採用



学習の流れ

学習1 学習2 学習3 学習1000

学習1

・・・

Epoch１.

学習⇒テスト⇒評価

Epoch50

学習⇒テスト⇒評価
Epoch100

学習⇒テスト⇒評価

Epoch300

学習⇒テスト⇒評価

・・・ ・・・ ・・・


