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しゅん＠ELプログラマー

トレードステーションやEasyLanguageに関する情報を、ブログやTwitterで発信しております。

EasyLanguage研究所
https://eltraders.com/

逆引きEasyLanguage辞典
https://eltraders.com/dict

Twitter
https://twitter.com/eltraders

自己紹介
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経歴
・業務系のSE/プログラマーとしてソフトウェア会社に７年ほど勤務
・その後独立し、現在はフリーランスのプログラマーとして活動中（株式投資、Webなど）

主なお仕事
・トレステ専用プログラムの開発やバックテスト検証を代行
・トレステやEasyLanguageに関する技術的なセミナーの開催
・「株式投資xプログラミング」のオンラインコミュニティや勉強会を運営

プログラミング経験
VB.NET/PHP/Python/ExcelVBA/HTML/CSS/JavaScript/
Oracle/SQL Server/MySQL/
EasyLanguage・・

趣味
サッカー、旅行、囲碁、アニメ、ゲーム、日本酒、・・

自己紹介

しゅん＠ELプログラマー

トレードステーションやEasyLanguageに関する情報を、ブログやTwitterで発信しております。
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今回のセミナーを開催することに

１年ほど前にブログで
「１行で始める！EasyLanguageメール講座」を公開

マネックス証券
トレードステーション推進室

の方の目に留まる

本セミナーを実施するまでの経緯
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とにかくEasyLanguageを
"手軽に体験"できる方法を紹介します。

開発環境って
難しそう

英文や数字の
入力に慣れていない

プログラミング
なんて初めて

本セミナーの目的

EasyLanguage学習における問題点

ハードルが高い！
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【解決！】
「カスタム系プログラム」を利用して

EasyLanguageの基本的な仕組みを理解する

開発環境を
開かなくてもOK！

コピペでOK！
プログラミング
未経験でOK！

本セミナーの目的
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まずはトレステで
「インジケーター」を扱う手順に慣れましょう。

・(2)と(3)が同じ表示内容になることを確認します。
・今後共通する操作になるので、手順の流れを覚えてみてください。

1. トレステ基本操作とインジケーターの設定手順

【手順】

(1) 今回の練習用ワークスペースを作成

(2) 標準インジケーター「移動平均線」をチャートに設定

(3) 「１行コピペEasyLanguage」で同じものを作成

※インジケーターとは？
チャート画面に表示するテクニカル指標などのグラフ（移動平均線、売買高、RSI、・・）
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(1) 本セミナーの練習用ワークスペースを作成

1. トレステ基本操作とインジケーターの設定手順

【手順】
(1) ワークスペースの新規作成
(2) 「チャート」の追加
(3) 初期設定の削除（練習のため）
(4) ワークスペースの保存
(5) ワークスペースを再度開く
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(2) 標準インジケーター「移動平均線」をチャートに設定

【手順】
(1) 「移動平均線(1本)」を設定
(2) 「売買高」を設定

1. トレステ基本操作とインジケーターの設定手順
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(3) 「１行コピペEasyLanguage」で同じものを作成

【手順】
(1) 「カスタムライン１」を設定

＜コピペ用コード＞
AverageFC( Close, 25 )

1. トレステ基本操作とインジケーターの設定手順
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・同じ「移動平均線」の設定を、２種類の方法でやってみた

・後者でパラメータとしてコピペしたものが「EasyLanguage」です

・実用的ではなかったが、EasyLanguageの仕組みを知る上で重要

2. トレステとEasyLanguageの関係

先ほど、何をやったのか？
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プログラミングとは
「手順書」を書く行為

2. トレステとEasyLanguageの関係

そもそも「プログラミング」とは何なのか？

ジャンル 手順書とは・・ 誰に？
（実行者）

何を？ どんな言語で？

料理 レシピ 調理する人
この順番で
作ってください

日本語

演奏 楽譜 演奏する人
この順番に
音を鳴らしてください

音符や記号

トレステ コード（文章） ？？
この順番で
処理してください

EasyLanguage

↑実行者が理解できる言語

では、トレステにおいて
「手順書（コード）」を実行するのは誰か？ 13



2. トレステとEasyLanguageの関係

EasyLanguageは、トレステ内部で働く”こびと”への手順書

EasyLanguageで書かれた
コード（手順書）

プログラマー
（あなた）

トレステの”こびと”

読む

チャート上に
グラフを描いてくれる
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3. インジケーターはなぜ動くのか？

トレステの「インジケーター」とは？

チャートに様々なグラフを表示する手順をまとめたプログラム
（EasyLanguageコードとして用意される）

インジケーター「移動平均線(2本)」

インジケーター「売買高」

インジケーター「RSI」

※すべてトレステ標準搭載のインジケーター
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(1) 標準搭載のインジケーター（既製品）
「移動平均線」「売買高」「RSI」などトレステに最初から搭載されているインジケーター
【メリット】誰でも簡単に使える
【デメリット】カスタマイズはできない

3. インジケーターはなぜ動くのか？

３種類の「インジケーター」

(2) 自作インジケーター（オーダーメイド）
ゼロから自分で作成したり、外部のプログラマーが作成したインジケーター
【メリット】標準インジケーターでは不可能な、さまざまな処理やグラフ表現などが可能
【デメリット】作るのが難しい

(3) 「カスタム系」インジケーター（セルフオーダーメイド）<--今回はこれ
一部の処理をEasyLanguageで記述できるインジケーター
【メリット１】標準搭載インジケーターよりも柔軟な表現が可能
【メリット２】自作インジケーターよりも覚えることが少なくて済む
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(1) 最も過去のチャート足を見る

(2) 各足ごとに指示された値へ点を打つ（プロットする、といいます）

(3) 点が打てたら、次の足へ（これを最終足まで繰り返す）

(4) すべての足に点が打てたら、指定された形式でグラフを描画する
（線グラフ、ヒストグラム、など）

チャートに足がすべて表示されたら開始：

3. インジケーターはなぜ動くのか？

インジケーターを描く「こびと」たちのお仕事

トレステの”こびと”
（インジケーター担当）
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3. インジケーターはなぜ動くのか？

（例）25日移動平均線がチャートに描かれる様子
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(1)チャート足が表示される



3. インジケーターはなぜ動くのか？

（例）25日移動平均線がチャートに描かれる様子
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(2) ”こびと”が各足に点を打つ



3. インジケーターはなぜ動くのか？

（例）25日移動平均線がチャートに描かれる様子
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(3) ”こびと”が設定どおりの形状でグラフ描画



「各足ごとにどの値で点を打つか？」だけが
EasyLanguageで自由に設定可能な、標準搭載インジケーター

4. 「カスタムライン」を利用したEasyLanguageのすすめ

標準インジケーター「カスタムライン」とは？

【通常の標準搭載インジケーター】
点を打つ値は最初から決められている

「移動平均線」・・その足における直近●日の終値平均値
「売買高」・・その足における当日売買高
「RSI」・・その足における直近●日のRSI計算値

【カスタムライン】
点を打つ値をEasyLangaugeで記述できる
=> EasyLanguageの練習に最適！
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どんな１行EasyLanguageでどんなグラフが描けるのか？
またどのような設定をすれば思い通りのグラフが描けるのか？

この２点を、今回はさまざまなパターンでご紹介します。

4. 「カスタムライン」を利用したEasyLanguageのすすめ

「カスタムライン」で設定できる２つのこと

(1) 各足でどの値に点を打つか？（１行EasyLanguageで記述する）

(2) どのような形状のグラフにするか？（トレステ側の設定で行なう）
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5. 実践！はじめてのインジケーター制作

「カスタムライン」と

簡単なEasyLanguageの命令を使って

さまざまなインジケーターを作ってみましょう。

(1) 足の情報を取得

(2) 算術計算と過去足情報

(3) 関数の利用

(4) 応用編
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(1) 足の情報を取得

足の情報（価格や出来高など）を取得する基本的なEasyLanguage命令

5. 実践！はじめてのインジケーター制作

価格 Open 対象足の「始値」を取得

High 対象足の「高値」を取得

Low 対象足の「安値」を取得

Close 対象足の「終値」を取得

出来高 Volume
対象足の「出来高」を取得
（日足、週足、月足など日中足チャート以外の時）

Ticks
対象足の「出来高」を取得
（分足、秒足など日中足チャートの時）

その他 Range
対象足の「値幅」を取得
（高値 - 安値）
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1. 終値グラフ

5. 実践！はじめてのインジケーター制作

＜例題＞

(1) 足の情報を取得

利用インジケーター カスタムライン１

表示位置 チャート上

グラフ形状 折れ線グラフ

2. 値幅オシレーター

利用インジケーター カスタムライン１

表示位置 チャートと別のエリア

グラフ形状 折れ線グラフ

3. 売買高グラフ

利用インジケーター カスタムライン１

表示位置 チャートと別のエリア

グラフ形状 棒グラフ
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過去足情報を取得したい時は、足情報取得命令の後ろに[N]を付ける
（「N本前の足」の情報になる）

【日足チャートの場合】
・Close[1]・・１日前の終値
・Close - Close[1]・・終値前日差
・( Close - Close[1] ) / Close[1]・・終値前日比

5. 実践！はじめてのインジケーター制作

足し算 + 10 + 20 ------> 30

引き算 - 100 - 80 ------> 20

掛け算 * 30 * 5 ------> 150

割り算 / 100 / 2 ------> 50

その他 ( ) ( 10 + 20 ) / 5 ------> 6

計算式は、基本的に算数の計算と同じ（記号がやや異なる）
足情報取得命令（Closeなど）による計算も可能

【５分足チャートの場合】
・Close[1]・・１本前（＝５分前）の終値

(2) 算術計算と過去足情報
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5. 実践！はじめてのインジケーター制作

＜例題＞

(2) 算術計算と過去足情報

1. 「高値+100円」グラフ

利用インジケーター カスタムライン１

表示位置 チャート上

グラフ形状 折れ線グラフ

2. 前日比オシレーター

利用インジケーター カスタムライン２

表示位置 チャートと別のエリア

グラフ形状 棒グラフ

（その他） ”ゼロライン”も表示
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【例】25日移動平均線を計算したい
「直近25日間の終値平均値」が分かれば良い => AverageFC( Close, 25 )

5. 実践！はじめてのインジケーター制作

関数とは？：
いくつかのパラメータを渡すことで、計算結果を返してくれるもの。
複雑な計算を自分で書かずに利用できるので、たくさん覚えておくほど便利！

AverageFC( 価格, 期間 ) 直近【期間】本の足における【価格】の平均値を計算

HighestFC( 価格, 期間 ) 直近【期間】本の足における【価格】の最高値を計算

LowestFC( 価格, 期間 ) 直近【期間】本の足における【価格】の最安値を計算

今回ご紹介する関数：

(3) 関数の利用
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5. 実践！はじめてのインジケーター制作

(3) 関数の利用

＜例題＞

1. 5日/25日移動平均線

利用インジケーター カスタムライン２

表示位置 チャート上

グラフ形状 折れ線グラフ

2. 直近10日高値安値ライン

利用インジケーター カスタムライン２

表示位置 チャート上

グラフ形状 折れ線グラフ
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5. 実践！はじめてのインジケーター制作

(4) 応用編

＜例題＞

1. 25日移動平均線±N%ライン(エンベロープ)

利用インジケーター カスタムライン３

表示位置 チャート上

グラフ形状 折れ線グラフ

2. 直近10日平均出来高ライン

利用インジケーター カスタムライン２

表示位置 チャートと別のエリア

グラフ形状 棒グラフ＋折れ線グラフ

3. 25日移動平均乖離率オシレーター

利用インジケーター カスタムライン２

表示位置 チャートと別のエリア

グラフ形状 折れ線グラフ

（その他） ”ゼロライン”も表示
30



インジケーター以外にも
「ショウミー」や「ストラテジー」で
１行EasyLanguageを使ったプログラムが作成可能です。

6. おわりに
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指定した条件を満たした足に
印をつけてくれる「ショウミー」

指定した売買ルールに基づいた売買サイン表示や
バックテスト検証が行なえる「ストラテジー」

ご要望があれば、今後これらに関する「１行EasyLanguageセミナー」も実施したいと思います。



【活動紹介その１】
ブログ・Twitter・メルマガなどでトレステやEasyLanguageなどについて発信中

EasyLanguage研究所
https://eltraders.com/

逆引きEasyLanguage辞典
https://eltraders.com/dict

Twitter
https://twitter.com/eltraders

6. おわりに
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【活動紹介その２】
今回お話ししたような内容を動画＆メールで学べるオンライン学習講座を公開中

6. おわりに
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【活動紹介その３】
トレステやEasyLanguageをさらに活用したい方向けの有料オンラインコミュニティも運営中

(1) 毎月「勉強会＋懇親会」の交流会を実施（東京、時々大阪開催。メンバー以外も参加可能。）
(2) トレステやEasyLanguageの講座、サンプルプログラム等をメンバー限定ページで公開
(3) チャットツール「Slack」でいつでも自由にトレステやEasyLanguageの質問が可能
(4) より高度なEasyLanguage（オブジェクト指向EasyLanguage）についてや、

トレステ以外にも株式投資に役立つ技術的な知識やツールを紹介

6. おわりに
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活動についてさらに詳しく知りたい方は、
ぜひメルマガにもご登録ください。

https://eltraders.com/maga/

ご視聴ありがとうございました！

しゅん＠ELプログラマー

6. おわりに

35

https://eltraders.com/maga/


2020/1/16 36

本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
マネックス証券株式会社および説明者は、セミナーおよび関連資料等の内容につき、その正確性や完全性に
ついて意見を表明し、保証するものではございません。情報、予想および判断は有価証券の購入、売却、デ
リバティブ取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。過去の実績や予想・意見は、将
来の結果を保証するものではございません。
提供する情報等は作成時または提供時現在のものであり、今後予告なしに変更・削除されることがございま
す。当社および説明者はセミナーおよび関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任
を負うものではございません。
銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いい
たします。なお、セミナーおよび関連資料等は当社および情報提供元の事前の書面による了解なしに複製・
配布することはできません。記載内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致しかねますので、あらかじめ
ご容赦ください。

マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 165 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、一般社団法人 日本投資顧問業協会

マネックス証券からのお取引に関する重要事項
セミナーに関するご留意事項
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マネックス証券からのお取引に関する重要事項
日本株取引ツール「トレードステーション」における国内上場有価証券取引に関する重要事項

＜リスク＞
国内株式および国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等（以下「国内株式等」）の売買では、株価等
の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏
付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等（これらの指数を含む。）
や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。信用取引では、元本（保証金）に比べ、取引額が最大3.3倍
程度となる可能性があるため、価格、上記各指数等の変動、または発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失
（元本超過損）が生じることがあります。
＜保証金の額または計算方法＞
信用取引では、売買金額の30％以上かつ30万円以上の保証金が必要です。
＜手数料等（税抜）＞
国内株式等のインターネット売買手数料は、一日の約定金額1,000万円ごとに最大5,000円かかります。単元未満株のイ
ンターネット売買手数料は、約定金額に対し0.5％（最低手数料48円）を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、
保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。
なお、当社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。
＜その他＞
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「契約締結前交付書面」、「上場有価証券等書面」、「リスク・手数料などの
重要事項に関する説明(https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html)」および「日本株取引サービス『トレードステー
ション』に係るご注意事項(https://info.monex.co.jp/pdf/tradestation/ts_kit.pdf)」を必ずお読みください。

https://info.monex.co.jp/policy/risk/index.html
https://info.monex.co.jp/pdf/tradestation/ts_kit.pdf

