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ご注意事項:
1.

トレードステーションでは、注文を受け付けるときだけでなく、金融商品取引所市場へ注文
を執行する際にも、再度買付可能額、執行条件等の審査を行っております。注文執行時の審
査によって注文が失効することがあります。

2.

トレードステーションでは、マニュアル等の定めるところに従い、EasyLanguage（市場デー
タに基づいた分析テクニックやストラテジー（自動売買プログラム）を作成するための
TradeStation に組み込まれたプログラム言語をいいます。）を用いて売買プログラム、売買シ
グナルおよびインジケーターを搭載することができます。これらのご利用の際は、特に以下
の点にご注意ください。
（1）利用者が設定した条件を満たした場合、注文が作成されますが、確認画面で発注ボタ
ンをクリックしない限り、注文は執行されません。（確認画面を表示しない設定も可能です）
（2）システム障害、通信障害等が発生した場合、利用者が設定した条件を満たしても注文
が作成されないことがあります。
（3）何らかの原因により、画面が動かなくなる、空白になる、他の画面が表示された場合
であっても、売買プログラムは正常に機能していることがあります。画面表示が正常でない
場合でも、必ず設定した内容や注文・約定履歴をご確認ください。
（4）ストラテジー注文で発注する注文において指値を指定した場合、市場の状況により注
文が約定しないことがあります。その場合でもストラテジー上では約定したものとして、処
理されることがあります。
（5）価格変動やその他の要因により、想定外の注文や約定が発生することがあります。
（6）売買プログラム利用時に注文確認画面を省略する場合、特に以下の点にご注意くださ
い。
① お客様がストラテジーの設定を誤った場合、お客様の意図しない条件で注文が発注
されることがあります。注文数量をはじめとした条件の設定には十分ご注意くださ
い。
② 注文確認画面を省略することに伴って、取引余力が足りない状態や取引所規則等に
より注文がエラーになる、もしくは失効した状態がわからないことがあります。注
文やストラテジーの稼動状況についてはご注意ください。

3.

トレードステーションでは、お客様が内部者登録している銘柄、また、内部者取引防
止のために、お客様のご登録内容等から、お客様が会社関係者等の内部者に該当する可
能性があるものと当社が判断し、内部者登録した銘柄の注文を受け付けることはできま
せん。
本書で使用しているチャートの銘柄は、機能を説明するための事例としての目的でのみ
使用している銘柄です。当社は記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありま
せん。
過去データによるバックテストの成績は将来の運用成果等を保証するものではありませ
ん。
銘柄選択や売買タイミング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。
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本書について
本書の目的は、EasyLanguage オブジェクトについて知り、既存の EasyLanguage コード
にどのように追加していくのか学習することです。オブジェクトを使う複数の
EasyLanguage インジケーターの作成をを通してそれを学習していきます。
本書はシンプルに構成されています。EasyLanguage の要素とコンセプトの説明に始まり、
それらのコンセプトに関係する 1 つまたは複数の練習問題が続きます。
各練習問題完了後、チャートやレーダースクリーンに適用してみましょう。
必修条件:
EasyLanguage ホームスタディコースの内容を習得後に、本書に取り掛かってください。
また、オブジェクト指向のプログラミングコンセプトに関して、一般的なプログラム言
語に関連する書籍やインターネット上の文献を読むことをお勧めします。
本書は、既存の EasyLanguage フレームワークの中で、マーケットデータを参照したり
注文発注するためにデザインされている、EasyLanguage オブジェクトについて書かれて
います。また本書は、チャートウィンドウの作成と設定のような、一般的なファイル、
ウィンドウ、ワークスペース、デスクトップなどの操作スキルを含めた、トレードステ
ーション本体の操作について十分な理解があることを前提として書かれています。
オブジェクト、プロパティ、メソッドで構成されたカスタム分析テクニックやトレード
ストラテジーを、トレードステーションの EasyLanguage を使い作成する方法を学習す
るためにデザインされた本書を活用ください。
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EasyLanguage オブジェクトの概要
一般的なプログラミング言語よりも効果的にトレードアイディアを分析したり独自のト
レードストラテジーを実装したりするために、EasyLanguage は開発当初から進化を続け
てきました。そして既存のコードに容易にインテグレートすることができるオブジェク
トの追加により、EasyLanguage は拡張性と柔軟性を高めています。
本書では EasyLanguage オブジェクトにより導入された新しい用語やツールを解説して
います。一般的なオブジェクト指向プログラミング言語の基礎ではなく、EasyLanguage
オブジェクトに関して、通常の EasyLanguage 文を組み合わせながら、複数のコード例
を通して学習していきます。オブジェクトの使用如何に関わらず、これまで開発してき
た分析テクニックやストラテジーのコードはそのまま使い続けることができます。

実践のための学習
物事を学ぶためには基礎を学習することが重要ですが、車を例に取ると、エンジンなど
の部品で構成される内部構造を学習することもできます、または車を高度な機械として
として受け入れて運転する方法を学習することもできます。EasyLanguage オブジェクト
の学習も同じで、複雑なプログラミングのコンセプトを学習することもできます、また
はオブジェクトをプロパティやメソッドをから構成される高度なプログラムとして受け
入れてその使い方を学習することもできます。
最初のステップは、EasyLanguage オブジェクトで使われるツールに関して知ることです。
トレードステーション開発環境には、以下のようなオブジェクト指向プログラミングに
必要な編集ツールが入っています。






EasyLanguage エディター
ツールボックス
コンポーネントトレイ
プロパティエディター
EasyLanguage 辞書

EasyLanguage オブジェクトを使うために、いくつか新しい用語を学習する必要がありま
す。これらオブジェクト用語の詳細については後述していきます。







コンポーネント － オブジェクトをツールボックスからドラッグ&ドロップ
する
オブジェクト－コンポーネントまたは他のオブジェクトのコピー
クラス－機能の概要とオブジェクトの仕様
プロパティ－オブジェクトの中のデータと情報
ドット演算子－コードの中でオブジェクトプロパティとメソッドにアクセス
するために使われる
メソッド－ EasyLanguage 関数と同等のオブジェクト
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イベント－変更の通知
コレクション－オブジェクトとオブジェクトのデータストラクチャー

EasyLanguage コードエディター
EasyLanguage 開発環境は、EasyLanguage ドキュメントの中で、EasyLanguage 文とコード
コメントを入力したり編集したりすることができるエディターです。
エディターは入力補完機能を備えており、入力を始めると自動的にポップアップウィン
ドウが現れ、入力内容に応じて予約語、関数、オブジェクトのプロパティ候補がリスト
表示されます。本書ではオブジェクト関連の複数のプロパティについて後述していきま
す。
例えば、コードエディターで EasyLanguage ドキュメントを開いて、‘va’と入力すると、
ポップアップウィンドウが現れ、‘value1’という‘va’で始まる最初の単語が表示されます。
‘var’ともう一文字入力すると‘var’という単語が、さらに‘vari’ともう一文字入力すると
‘variable’という単語が強調して表示されます。入力中にキーボードの「Enter」キーを押
す押すと、その強調されている単語が自動的にドキュメントに入力されます。

ツールボックス
コードエディターの左側に配置されているツールボックスには、EasyLanguage ドキュメ
ントの中にオブジェクトとして追加することができるコンポーネントが表示されていま
す。オブジェクトは、データとプログラムをプロパティやメソッドとして EasyLanguage
コードから参照することができるパッケージの中に入っています。最小限のコーディン
グだけで分析テクニック、ストラテジー、関数にオブジェクトを追加できるように、ツ
ールボックスのコンポーネントはデザインされています。
利用可能なコンポーネント(ツールボックスの中にある)
 価格、ファンダメンタル、クオート、板情報データ
 口座データ
 注文とポジションデータ
 注文チケット(注文発注)
 タイマー
 ワークブック(エクセルスプレッドシートにインテグレーション)
コンポーネントでないオブジェクト(ツールボックスの中にない)
 グローバル変数
 ベクター(データコレクション)
 カスタム EL ウィンドウデザイン
 XML データベース
 DateTime
 その他
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コンポーネントを選択してダブルクリック(またはドラッグ&ドロップ)することで、エ
ディター内の既存の EasyLanguage ドキュメントの中に追加することができます。後述
の多数の事例において、EasyLanguage ドキュメントにコンポーネントオブジェクトを追
加するために、ツールボックスを使っていきます。

コンポーネントトレイ
コードエディターの下部に配置されているコンポーネントトレイには、ツールボックス
から EasyLanguage ドキュメントに追加されたコンポーネントオブジェクトが表示され
ています。初期設定では、コンポーネント名とインスタンス番号により名前が作成され
ます。

異なる種類のコンポーネント、または同じ種類のコンポーネントの複数のインスタンス
を 1 つのドキュメントの中に追加することができます。詳細については後述します。
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プロパティエディター
コードエディターの右側に配置されているプロパティタブから、ドキュメントの中の特
定のコンポーネントのプロパティを設定したり確認したりすることができるプロパティ
エディターパネルにアクセスすることができます。コンポーネントトレイに表示されて
いるコンポーネント名をクリックして選択するか、またはプロパティパネルの上部のド
ロップダウンリストからコンポーネント名を選択することで、プロパティエディターで
編集したいコンポーネントのプロパティを指定することができます。

プロパティエディターツールバーには、編集ツールの上部に配置されているプロパティ
ペーン
す。

アイコンからイベントペーン

アイコンまで、複数のアイコンが並んでいま

初期設定ではプロパティペーンが表示されています。プロパティ列にはカテゴリーでグ
ループ化されたプロパティ名と値列の設定値が表示されています。
または
ボタン
をクリックすることで、カテゴリーとサブカテゴリーを展開または折り畳むことができ
ます。イベントペーンにはイベント列と値列が表示されています。
初期設定ではプロパティパネルはパネルをクリックしたときだけ表示され、それ以外の
ときには自動的に隠れます。
しておくことができます。

アイコンをクリックすることでパネルを開いたままに
アイコンを再度クリックするとパネルは閉じます。

注釈: オブジェクトプロパティは、インジケーターのスタイル、色、スケールを設定す
るための「インジケーターの設定」とは異なる機能です。
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EasyLanguage 辞書
コードエディターの右側に配置されている辞書タブから、EasyLanguage コードの中でオ
ブジェクトを定義することができるクラスとクラスメンバー(プロパティ、メソッド、
イベント等)、EasyLanguage 予約語と関数を検索することができる辞書パネルにアクセ
スすることができます。

初期設定では、オブジェクトペーン(辞書パネルの左側にある)は、EasyLanguage クラス
と予約語を含むライブラリーとネームスペースを階層表示しています。プラスまたはマ
イナス記号のボタンをクリックすることで、下の階層を展開したり折り畳んだりするこ
とができます。オブジェクトをクリックすると、右上部のメンバーペーンの中にアイテ
ムが表示されます。メンバーペーンの中のアイテムをクリックすると右下部の詳細ペー
ンの中にアイテムの説明が表示されます。オブジェクトとメンバーペーン両方の中で表
示されているオブジェクトの種類により、アイコンが異なります(アイコンの詳細につ
いてはトレードステーション開発環境のヘルプをご参照ください)。
上の画像例では、オブジェクトペーンのレガシーEasyLanguage.ell セクションから
Comparision and Loops を選択しています。メンバーペーンの中にそのカテゴリーに属す
る予約語のリストが、詳細ペーンの中にそのカテゴリーのサマリーが表示されています。
辞書パネルの左上部の検索ボックスに 1 つまたは複数の単語を入力して、辞書の中から
アイテムを検索することができます。検索結果はオブジェクトペーンの中に表示され、
アイテムをクリックすると詳細ペーンの中にサマリーが表示されます。
オブジェクトとクラスについて本書を通して一通り学習した後、辞書を使って様々なネ
ームクラスを探して、クラスとプロパティの関係に理解を深めてください。クラス、プ
ロパティ、メソッド、イベントその他 EasyLanguage がサポートしているオブジェクト
の特性のすべてが辞書に載っています。そして詳細ペーンのリンクは、それらオブジェ
クト要素と言語に関連する機能についてまとめた EasyLanguage のヘルプにリンクして
います。
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EasyLanguage のオブジェクト
本書の目的は EasyLanguage オブジェクトの使い方を学習することです。「なぜオブジ
ェクトが必要なのか？」と疑問に思われたことがあるかもしれません。オブジェクトは
従来の EasyLanguage で実装できなかった柔軟性ある動作と構造を可能にする代替え手
段となるから、というのがその答えです。
「オブジェクトとは何か？」という疑問への答えは、オブジェクトはユーザー定義名を
使い EasyLanguage コードにアクセスできる複数の値や特定の型の値です。これはもし
かすると変数の定義のように聞こえるかもしれません。事実、その通りです。オブジェ
クトは変数と同じように使われます。しかし、従来の EasyLanguage で使ってきた 1 つ
の数値、文字列、真偽値を格納している伝統的な変数とは異なり、オブジェクト変数は
値と関連要素の集合パッケージです。
オブジェクトの中で、値はオブジェクト固有の予約語と変数のように扱われ、プロパテ
ィとして参照されます。オブジェクトの要素はメソッドと呼ばれています。
EasyLanguage の関数と似ていますが、オペレーターやイベントのような他の要素と共に
使われて、オブジェクト固有の計算をしたりオブジェクトのタスクを管理したりします。
パッケージの中で、プロパティとメソッド名は、常にそれらが属しているオブジェクト
と共に書かれます(詳細については後述します)。例えば、myObject という変数名のオブ
ジェクトのプロパティを参照するためには、オブジェクト変数名の後にドット演算子‘,’
を付けてから任意のプロパティ名を書く必要があります。
Value1 = myObject.PropertyName;
オブジェクトはパッケージの中でデータとプログラムが結びついた自己完結モジュール
なので、オブジェクトによってサポートされているプロパティ値やメソッドを使うため
にオブジェクトの内部コードについて知っておく必要はありません。それによりオブジ
ェクトを使い価格データ系列のような高度なデータ構造を参照したり、またはウィンド
ウコントロールやイベントのような複雑なプログラム要素を扱いやすくなります。
オブジェクト変数の型は、インスタンスとして参照される独自のオブジェクト変数名で
示される値の特定のパッケージとそのクラスに関連付いています。
オブジェクトとは何か？
 データを参照する方法、返す方法、計算操作する方法を知っているコンポー
ネントのコピー
 オブジェクトデータはプロパティを通して返される
 オブジェクトは変数のように記述名を持っている

初期コンポーネント設定
ツールボックスのコンポーネントを使い、EasyLanguage ドキュメントにオブジェクトを
追加して、プロパティエディターで設定を行うことができます。
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テクニカル分析やストラテジーで任意の動作を実行する前に、またはデータを参照する
前に、大部分のコンポーネントにおいて初期設定が必要です。例えば、
PriceSeriesProvider オブジェクトを使い価格を参照するためには、銘柄コードを指定する
必要があります。または OrderTicket オブジェクトで注文発注するためには、口座番号
を指定する必要があります。
本書の例題の中で、コンポーネントに入力する必要がある設定が記載されているので、
ユーザーはその設定に従い練習問題の中でコンポーネントとプロパティエディター設定
にその設定を入力する必要があります。練習問題を通して設定を繰り返すことにより、
今後ユーザーが独自のテクニカル分析やストラテジーの開発でコンポーネントを使うと
きにプロパティの設定がやりやすくなるはずです。

コードの中でプロパティを参照する
コンポーネントオブジェクトをドキュメントに追加して、プロパティエディターで設定
すると、EasyLanguage コードの中からオブジェクト値を参照できるようになります。オ
ブジェクト名と参照したいプロパティまたはメソッドの間にドット演算子‘,’を入力しま
す。通常オブジェクト名はコンポーネント名とインスタンス番号で作成されています
(例: PriceSeriesProvide1)。オブジェクト名に続けてドット演算子‘,’を入力すると、自動補
完ウィンドウの中にプロパティとメソッドのリストが表示されます。入力するプロパテ
ィ名の文字列に応じて選択状態になるプロパティが変化します。
PriceSeriesProvide1 に続けてドット演算子‘,’を入力すると、自動補完ウィンドウの中にプ
ロパティのリストが表示されます。

例えば、以下の文は PriceSeriesProvider オブジェクトの Count プロパティを参照して、
変数に格納しています。Count プロパティは PriceSeriesProvide1 という名前のコンポーネ
ントオブジェクトの固有インスタンスである過去参照数(足数)を返します。
Value1 = PriceSeriesProvide1.Count;
PriceSeriesProvider のプロパティには、Close プロパティもあります。1 つの値のみ参照
する Count プロパティと異なり、Close プロパティは任意の期間の終値系列を参照する
ことができるプロパティです。インデックス演算子の角括弧[ ]とインデックス値を使い、
個々の終値を参照することができます。通常の EasyLanguage の予約語 Close を使い、チ
EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース
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ャートの足のタイムフレームにおける足数分遡って参照するように、この場合にはイン
デックスはオブジェクトで設定されているタイムフレームに応じて遡って参照する足数
を意味します。角括弧を使い値の系列プロパティを参照するこの種のプロパティは、コ
レクションと呼ばれます。詳細については後述します。
Plot1(PriceSeriesProvide1.Close[0]);
この例では、終値のコレクションの中でゼロ足前の終値を参照する、PriceSeriesProvide1
のプロパティの Close[0]を、ドット演算子‘,’に続けて入力しています。Close という
EasyLanguage 予約語と異なり、コレクションプロパティのような個々の終値を参照する
ときプロパティ識別子の一部としてインデックス[0]を指定する必要があります。
EasyLanguage コードにプロパティ参照を追加後、プロパティ名を右クリックして、この
例では、定義(PriceSeriesProvide1.Close)を選択すると、関連するオブジェクトとプロパ
ティのヘルプページが別ウィンドウで開きます。

PriceSeiresProvider
PriceSeriesProvider コンポーネントは、指定した銘柄コードの足種と期間において、リア
ルタイムとヒストリカルの価格のコレクションを格納しているオブジェクトです。個々
の PriceSeriesProvider オブジェクトは、インデックス番号を使い過去の‘足本数前’を参照
することができる、高値、安値、終値、出来高、時間、取組高のような値のプロパティ
にアクセスするための仮想チャートとして考えることができます。チャートで設定され
た銘柄コードに関わらず、チャートまたはレーダースクリーンに適用されている分析テ
クニックは、PriceSeriesProvider で指定した銘柄コードと足種を参照することができます。
PriceSeriesProvider のいくつかの重要な特徴は以下です。





指定した銘柄コードのデータを参照する
Data1 の過去データの足に合わせて整列する
標準の EL 関数と共に使うことができる
Data1 の銘柄コード、足種、期間から独立している

1 つ分析テクニックに複数の PriceSeriesProvider コンポーネントを追加することで、チャ
ートに複数のデータ系列を追加することなく、複数データによる分析を行うことができ
ます。つまり、複数のデータ系列を追加できないレーダースクリーンで、複数データに
よる分析を行うことができます。例えば、チャートやレーダースクリーンの足種に関わ
らずティックや出来高を追加して、上昇ティック/下落ティックや上昇出来高/下落出来
高などを参照することができます。
PriceSeriesProvider は、プロバイダーにより管理されている価格に変更があったときに
EasyLanguage コードの中でトリガされるイベント駆動もサポートしています。
8
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例題 #1
目的: (PriceSeriesProvider 終値インジケーター)
 ドキュメントに PriceSeiresProvider コンポーネントをドラッグする
 プロパティエディターを使いコンポーネントオブジェクトプロパティを設定
する
 コンポーネントオブジェクトからプロパティ値を描画する
 PriceSeiresProvider のデータとチャートのデータの違いを理解する
インジケーター: ‘$01_DailyBarClose’
PriceSeiresProvider コンポーネントを使い、30 分足チャートで日足の終値を参照
して描画する。

ワークスペース: $01_DailyBarClose
チャート作成
タイムフレーム: 30 分足
インジケーター: $01_DailyBarClose
コンポーネントとプロパティエディター
PriceSeiresProvide1:
Symbol
symbol
IntervalType
daily
IntervalSpan
1
Type
years
Years
2

「filters」
「filters→Interval→General」
同上
「filters→Range→from」
同上

インジケーターの設定
スケール位置: 元データに軸を合わせる

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース
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インジケーターの練習問題 #1: ‘$01_DailyBarClose’
注釈: 練習問題の中でユーザーが書く必要がある EasyLanguage コードは、Courier フ
ォントで記載されています。他の練習問題からコピーしたコードまたはコンポーネント
によって自動的に挿入されたコードは、背景が灰色で記載されています。EasyLanguage
の予約語または関数は、シングルクォーテーション(例: ‘EntryPrice’)で括られています。
インプットまたは変数は、斜体(例: myInput)で記載されています。
#01_DailyBarClose という名前で、新規にインジケーターを作成してください。練習問題
用に作成したインジケーター名の接頭には番号記号#を付けます。ダウンロードできる
練習問題はドル記号$を接頭に付けています。
始めに、コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボック
スパネルを開いてください。PriceSeiresProvider コンポーネントを選択して、コードエ
ディター上にコンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディター
ウィンドウ下部のコンポーネントトレイに初期設定名の PriceSeiresProvider1 が表示され
ます(①)。
次に、コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネル
を開き、プロパティエディター上部で PriceSeiresProvider1 が選択されていることを確認
してください。
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「filters」カテゴリーの「Interval」と「Range」セクションで PriceSeriesProvide1 コンポ
ーネントが参照する価格データの初期値を設定することができます。「Symbol」プロパ
ティの値欄に‘symbol’と入力します(②)。「Interval」セクションの「IntervalType」の値
欄に daily を(③)、「IntervalSpan」の値欄に 1 を入力します(④)。「Range」セクション
の「Type」の値欄に years を(⑤)、「Years」の値欄に 2 を入力します(⑥)。「Type」プ
ロパティと「Years」プロパティは数行離れているので、正しい行に値を入力するよう
注意してください。コンポーネントは symbol の過去 2 年間の日足データを参照するよう
に設定されました。
コードの中のオブジェクトとして PriceSeriesProvide1 コンポーネントを使い、チャート
で設定している銘柄コードの過去 2 年間の日足データを参照することができます。
PriceSeriesProvide1 オブジェクトで参照した終値を、Plot 文で描画してみましょう。
オブジェクト名の後のドット演算子‘,’に続けて、オブジェクトプロパティ名、このケー
スでは‘.Close’を、書きます。現在の足の終値を参照したいので、プロパティ名の後ろ
に‘[0]’を付けます。

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース
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Plot1(PriceSeriesProvide1.Close[0],”DailyClose”);
EasyLanguage ドキュメントの空白域で右クリックして「プロパティ…」を選択します。
「インジケータープロパティ」設定の「スケーリング」タブの「スケール位置」を「元
データに軸を合わせる」に設定して、インジケーターが価格データと同じ領域に描画さ
れるようにします。
「表示」→「ツールバー」→「アウトプット」を選択して EasyLanguage アウトプット
バーを表示してから、インジケーターを検証してください。検証時にエラーがあれば、
エラーの概要と大まかな位置を確認することができます。
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オブジェクトと関数
マーケットを分析するとき、任意の足数の移動平均のようにある期間の価格を基に値を
計算するのが一般的です。レガシーEasyLanguage では以下のように価格と関数を使い計
算することができます。
Value1 = Average(Close, 10);
10 本の足の終値の平均が Value1 に代入されています。この後、Value1 を描画すること
も、他の計算に使うこともできます。予約語 Close は最新の足の終値だけでなく、最新
の足から MaxBarsBack までの足の終値系列を格納しています。
同様に、インデックスを付けないオブジェクトプロパティの PriceSeriesProvide1.Close も、
価格系列コンポーネントで指定された足種と期間を基にした終値のコレクションを格納
しています。以下は、PriceSeriesProvide1 オブジェクトから 10 本の足の終値平均を参照
して Value2 に代入しています。
Value2 = Average(PriceSeriesProvide1.Close,10);
通常、数値のコレクションを格納しているオブジェクトまたはプロパティは、
EasyLanguage の numericseries 型のインプットである関数と組み合わせて使うことができ
ます。関数名を右クリックして、「関数を開く-関数名」を開き、関数のインプットの
型を確認することができます。
例えば、Average 関数(以下参照)のインプットを見てみると、過去の値(高値、安値、始
値、終値など)を格納している予約語や価格コレクションを格納しているオブジェクト
を引数として渡すことができる、numericseries であることがわかります。
Average 関数の最初の 3 行のコード:
inputs:
Price( numericseries ),
Length( numericsimple ) ;

価格コレクション
オブジェクトの(またはプロパティ)のコレクションは EasyLanguage の配列のようにイ
ンデックスを使って参照できる複数の値を格納しています。例えば PriceSeriesProvider
オブジェクトの.Close のような価格プロパティはそのコンポーネントで指定された足種
と期間の終値系列を格納しています。先の例のように、プロパティ名に続けて角括弧[ ]
とインデックス番号を使い個々の終値を、例えば、PriceSeriesProvide1.Close[2]でコンポ
ーネントオブジェクト名 PriceSeriesProvide1 から 2 本前の足の終値を参照することがで
きます。
コンポーネントの終値系列の全コレクションを参照するために、角括弧を取ったプロパ
ティ PriceSeriesProvide1.Close は、numericseries を引数とする標準の EasyLanguage 関数の

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース
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引数として渡すことができます。例えば、以下は PriceSeriesProvide1 オブジェクトから
15 本の足の終値平均を参照して描画しています。
Plot1( Average(PriceSeriesProvide1.Close,15));
現時点では、PriceSeriesProvider は角括弧とインデックス番号で過去の‘足本数前’の個々
の価格を参照できること、角括弧無しで価格系列として関数へ渡すことができること、
を理解してください。コレクションについての詳細は後述します。

PriceSeriesProvider – Count プロパティ
PriceSeriesProvider コンポーネントは、指定した銘柄コードの期間における価格のコレク
ションで構成されています。Count プロパティで PriceSeriesProvider コレクションの中に
入っている過去の価格の数を知ることができます。
価格系列を使い計算を実行するために、PriceSeriesProvider の中に十分な過去データが入
っていることを確認する必要があります。コードで計算を実行する前に Count プロパテ
ィを使い確認してください。例えば、移動平均を計算するために十分なデータがあるか
どうか確認したい場合、以下のように Count プロパティを使うことができます。
Input: MovAvgLen(10);
If PriceSeriesProvide1.Count > MovAvgLen then
Plot2(Average(PriceSeriesProvide1.Close,MovAvgLen));
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例題 #2
目的: (移動平均 と終値インジケーター)
 PriceSeiresProvider オブジェクトを‘Average’関数で使う
インジケーター: ‘$02_DailyAvgClose’
PriceSeiresProvider コンポーネントを使い、30 分足チャートで日足の 10 本移動平
均を参照して描画する。

ワークスペース: $02_DailyAvgClose
チャート作成
タイムフレーム: 30 分足
インジケーター: $02_DailyAvgClose
コンポーネントとプロパティエディター
PriceSeiresProvide1:
Symbol
symbol
IntervalType
daily
IntervalSpan
1
Type
years
Years
2
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「filters」
「filters→Interval→General」
同上
「filters→Range→from」
同上
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インジケーターの練習問題 #2: ‘$02_DailyAvgClose’
注釈: 練習問題の中でユーザーが書く必要がある EasyLanguage コードは Courier フォ
ントで記載されています。他の練習問題からコピーしたコードまたはコンポーネントに
よって自動的に挿入されたコードは背景を灰色で記載されています。EasyLanguage の予
約語または関数はシングルクォーテーション(例: ‘EntryPrice’)で括られています。インプ
ットまたは変数は斜体(例: myInput)で記載されています。
例題#1 で作成した#01_DailyBarClose インジケーターのコピーを#02_DailyAvgClose とい
う名前で作成してください。インジケーター名の接頭には番号記号#を付けて、ダウン
ロードできる練習問題と区別します。
PriceSeiresProvide1 コンポーネントは既に追加されているので、重ねて追加する必要は
ありません。もし最初から作成してみたい場合には、ツールボックスから
PriceSeiresProvider コンポーネントをドキュメントの中にドラッグ&ドロップして、例題
1 のように銘柄コード、足種、期間をコンポーネントのプロパティ設定で行う必要があ
ります。
例題#1 では PriceSeiresProvide1 の現在の足における個々の終値を線で描画しました。こ
こで、レガシー予約語の Close と、オブジェクトプロパティにおいてプロパティ名の
後に‘[0]’を指定して参照する値は、結果的には同じであることを思い出してください。
Plot 文の前に、移動平均の期間を Input で宣言します。
input: MovAvgLen(10);
plot1(PriceSeriesProvide1.Close[0],"Daily Close");
次に、PriceSeiresProvide1 コンポーネントコレクションの終値平均を描画する plot 文を
追加します。コンポーネントの.Count プロパティを使い、計算を実行するための十分な
価格データが格納されていることを確認します。
平均関数に、価格系列と遡って参照する足本数の 2 つのパラメータを渡す必要がありま
す。PriceSeiresProvide1 の足種と期間設定による終値の全コレクションを(角括弧無しで)
参照する Close プロパティを使います。2 番目のパラメータは平均を計算するために現
在の足から遡る足の本数です。
If PriceSeriesProvide1.Count>10 then
plot2(Average(PriceSeriesProvide1.Close,MovAvgLen),"MovAvgL
en");
インジケーターを検証してください。
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インプットとプロパティ
プロパティエディターでコンポーネントプロパティの初期値を任意の値に設定すること
ができます。また EasyLanguage の Input を使いプロパティの設定をすることもできます。
これにより、テクニカル分析やストラテジーをチャートやレーダースクリーンに適用後、
インジケーターやストラテジーの設定の「入力」タブで初期値を変更できるようになり
ます。
例えば、PriceSeiresProvide1 のようなコンポーネントオブジェクトの Symbol プロパティ
に“1321-TS”を設定すると、コンポーネントはプロパティエディターで設定した足種と
期間で、1321-TS の価格を参照します。標準の EasyLanguage コードを書く時のように
Input を使い銘柄コードを変更したい場合、Symbol プロパティを選択した状態で、プロ
パティエディター上部にある「入力」 アイコンをクリックすると、EasyLangugage コ
ードに Symbol プロパティの値として iSymbol1 で Input 文が次のように追加されます。
Input: string iSymbol1( "1321-TS" );
プロパティエディターの Symbol プロパティがまだ空欄だった場合、iSymbol1 の初期値
は“”で設定されます。

プロバイダーの Common プロパティ
ツールボックスには名前の語尾に Provider と付くコンポーネントが複数あります。それ
らコンポーネントは、プロパティエディターの「Common」カテゴリーに「Load」と
「Realtime」プロパティを共通して持っています。これら 2 つのプロパティのプロバイ
ダーコンポーネントの初期値は両方とも「True」に設定されています。「Load」プロパ
ティが「True」の場合、テクニカル分析やストラテジーが呼び出されたときに、プロバ
イダーと関連するデータへ自動的に接続するようにプロバイダーに命令します。例えば、
AccountsProvider は指定された口座に関連するデータに接続します。一方、
PriceSeriesProvider は指定された銘柄コードの価格データ系列に接続します。「Realtime」
プロパティが「True」の場合、関連するデータに対してリアルタイムデータ更新の要求
を継続的に行うようにプロバイダーに命令します。例えば、PositionsProvider は要求さ
れた銘柄コードにリアルタイム価格更新のタイミングでポジション情報を参照します。
一方、MarketDepthProvider は売買気配値のリアルタイム更新のタイミングで更新を通知
します。
殆どのケースにおいて、これら 2 つの設定を変更する必要はありませんが、もしある条
件を満たしたときにプロバイダーコンポーネントを起動したい場合、プロパティエディ
ターの「Load」と「Realtime」プロパティは「False」で設定しておき、コードの任意の
場所で「True」にすることもできます。また、既にプロバイダーのそれらのプロパティ
設定が「True」の場合、一時的にデータ接続を切断するためにコードの任意の場所で
「False」にしたり、それをまた「True」にしてデータ接続を再確立したりするようなこ
ともできます。

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース

17

例題 #3
目的: (レーダースクリーンで複数データ系列を参照)
 「Symbol」プロパティを使い Input を追加する
 レーダースクリーンで複数データ系列を実行する
インジケーター: ‘$03_RelStrengthRS’
PriceSeiresProvider コンポーネントを使い、指定した期間における 2 銘柄の変化
率を計算する。

ワークスペース: $03_RelStrengthRS
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 日足
インジケーター: $03_ RelStrengthRS
インジケータープロパティの「グリッドスタイル」: 「数字」の「小数点」を 2
桁
コンポーネントとプロパティエディター
PriceSeiresProvide1:
Symbol
iSymbol1
IntervalType
daily
IntervalSpan
1
Type
years
Years
2
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「filters」で Input として設定
「filters→Interval→General」
同上
「filters→Range→from」
同上
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インジケーターの練習問題 #3: ‘$03_RelStrengthRS’
このインジケーターは、レーダースクリーンのそれぞれの行に追加されている銘柄とベ
ンチマーク銘柄の変化率を描画します。オブジェクトに対応する前の EasyLanguage で
はレーダースクリーンで複数データ系列を実行することができませんでした。それぞれ
の行の銘柄コードの計算には標準の予約語 Close を使い、ベンチマーク銘柄の計算には
参照銘柄の PriceSeriesProvider コンポーネントオブジェクトで終値のコレクションを使
います。
#03_RelStrengthRS という名前で新規にインジケーターを作成してください。
ツールボックスから PriceSeriesProvider コンポーネントをコードエディターにドラッグ&
ドロップしてください。コードエディターウィンドウ下部のコンポーネントトレイに初
期設定の名前で PriceSeriesProvide1 が表示されます。
プロパティエディターを開き、「Symbol」プロパティに“$MNK”(引用符付き)と入力し
てください。そしてツールバーの「入力」 アイコンをクリックして、この銘柄コー
ドを Input としてコードに追加します。「Symbol」プロパティが「iSymbol1」に変わり、
EasyLanguage コードに“$MNK”を初期値とする iSymbol 変数の Input が以下のように追加
されます。
Input: string iSymbol1( "$MNK" );
プロパティエディターの「filters」カテゴリーを展開して「Interval」と「Range」セクシ
ョンで PriceSeriesProvide1 コンポーネントの足種と期間の初期値を設定します。
「Interval」セクションの「IntervalType」を daily、「IntervalSpan」を 1、「Range」セク
ションの「Type」を years、「Years」を 2、にそれぞれ設定してください。
注釈:「Type」プロパティと「Years」プロパティは数行離れているので、正しい行に値
を入力するよう注意してください。コンポーネントは PriceSeriesProvide1 の iSymbol1 の
過去 2 年間の日足データを参照するように設定されました。
変化率の期間を設定する Input を追加します。
Input: int LookBack(20);
レーダースクリーンのそれぞれの行の銘柄コードの変化率、ベンチマーク銘柄コードの
変化率、それら 2 つの変化率の差分、の 3 つを格納する変数を宣言します。
Vars:

SymRowPerf( 0 ), BenchPerf( 0 ), RelPerf(0);

それぞれの行の銘柄コードの変化率とベンチマーク銘柄コードの変化率を計算します。
それぞれの行の銘柄コードの変化率は、Input の LookBack 変数で設定した期間と予約語
Close を引数として渡す PercentChange 関数を使って計算します。
SymRowPerf = PercentChange(Close,LookBack);

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース

19

ベンチマーク銘柄コードの変化率は、PriceSeriesProvide1 オブジェクトの終値のコレク
ションを使って計算します。
BenchPerf = PercentChange(PriceSeriesProvide1.Close,LookBack);
2 つの変化率の差分を計算します。
Relperf = (SymRowPerf-BenchPerf);
最後に、2 つの変化率とその差分、合わせて 3 つの値にそれぞれ 100 を乗じてパーセン
ト単位で描画します。
plot1(RelPerf * 100,"Rel Perf");
plot2(SymRowPerf * 100,"Sym Perf");
plot3(BenchPerf * 100,"Bench Perf");
インジケーターを検証してください。
レーダースクリーンのタイムフレームを日足に設定して、インジケーターを適用してく
ださい。
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例題 #4
目的: (複数の PriceSeiresProvider)
 複数の PriceSeiresProvider コンポーネントを使う
インジケーター: ‘$04_RelStrengthFixed’
2 つの PriceSeiresProvider コンポーネントを使い、2 つの銘柄コードにおいて指定
した期間の変化率を計算する。

ワークスペース: $04_ RelStrengthFixed
チャート作成
タイムフレーム: 30 分足
インジケーター: $04_ RelStrengthFixed
コンポーネントとプロパティエディター
PriceSeiresProvide1:
Symbol
iSymbol1
IntervalType
daily
IntervalSpan
1
Type
years
Years
2
PriceSeiresProvide2:
Symbol
IntervalType
IntervalSpan
Type
Years

symbol
daily
1
years
2
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「filters」で Input として設定
「filters→Interval→General」
同上
「filters→Range→from」
同上

「filters」
「filters→Interval→General」
同上
「filters→Range→from」
同上
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インジケーターの練習問題 #4: ‘$04_ RelStrengthFixed’
例題 3 と似ていますが、例題 4 では PriceSeiresProvider コンポーネントの足種を
チャートの足種と異なる日足に設定して変化率を計算してチャートに描画します。これ
により、チャートの足種に関わらず、チャートの銘柄コードとベンチマーク銘柄コード
の日足変化率を計算して比較することができます。
例題 3 で作成した#03_ RelStrengthRS インジケーターのコピーを#04_ RelStrengthFixed と
いう名前で作成してください。インジケーター名の接頭には番号記号#を付けて、ダウ
ンロードできる練習問題と区別します。
PriceSeiresProvide1 コンポーネントは既に追加されているので、重ねて追加する必要は
ありません。もし最初から作成してみたい場合には、ツールボックスから
PriceSeiresProvider コンポーネントをドキュメントの中にドラッグ&ドロップして、例題
1 のように銘柄コード、足種、期間をコンポーネントのプロパティ設定で行う必要があ
ります。
ツールボックスから PriceSeiresProvider コンポーネントをコードエディターの中にドラ
ッグ&ドロップして 2 つ目のコンポーネントを追加します。コードエディターの下部の
コンポーネントトレイに 2 つ目のコンポーネントが初期設定名、PriceSeiresProvide2 で表
示されます。
コンポーネントトレイの PriceSeiresProvide2 を選択した状態で、プロパティエディター
の「Symbol」プロパティに symbol を入力します。プロパティエディターの「filters」カ
テゴリーを展開して「Interval」と「Range」セクションで PriceSeriesProvide2 コンポーネ
ントの足種と期間の初期値を設定します。「Interval」セクションの「IntervalType」を
daily、「IntervalSpan」を 1、「Range」セクションの「Type」を years、「Years」を 2、
にそれぞれ設定してください。これでコンポーネントは PriceSeriesProvide2 の symbol の
過去 2 年間の日足データを参照するように設定されました。
例題 3 と同様に、変化率の期間を設定する Input を追加します。初期値を‘8’に変更しま
す。
Input: string iSymbol1( "$MNK" );
Input: int LookBack( 8 );
例題 3 と同様に、しかしチャートの銘柄コードの変化率の変数名を SymbolPref に変更し
て、3 つの変数を宣言します。
Vars:

SymbolPerf( 0 ), BenchPerf( 0 ), RelPerf(0);

チャートの銘柄コードの変化率とベンチマーク銘柄コードの変化率を計算します。‘if’
文を使い日替わり後の最初の足で変化率を計算します。2 つの価格系列プロバイダーコ
ンポーネントは日足の終値を参照するので、チャートのタイムフレームに関わらず、変
化率は日足を基に計算されます。
チャートの銘柄コードの日足の変化率は、PriceSeiresProvide2 コンポーネントオブジェ
クトの終値のコレクションを PercentChange 関数に引数として渡して、指定した期間で
22
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計算されます。ベンチマークの銘柄コードの日足の変化率は、PriceSeiresProvide1(イン
プットの iSymbol1 で定義された銘柄コードで)の終値のコレクションと指定した期間の
PercentChange 関数を使い計算されます。
If Date <> Date[1] then begin
SymbolPerf = PercentChange(PriceSeriesProvide2.Close,
LookBack) ;
BenchPerf = PercentChange(PriceSeriesProvide1.Close,
LookBack);
end;
2 つの変化率の差分を計算します。
RelPerf

= SymbolPerf - BenchPerf;

最後に、2 つの変化率とその差分、合わせて 3 つの値に今回は 100 を乗じずに描画しま
す。また変化率の正負を判断するためにゼロの線を描画します。
Plot1(SymbolPerf, "Symbol Perf");
Plot2(BenchPerf, "Bench Perf");
Plot3(RelPerf, "Rel Perf");
Plot4(0);
ドキュメント上で右クリックして、「プロパティ」を選択して「インジケータープロパ
ティ」を開き、「スケーリング」タブの 「スケール位置」を「右軸」に設定してくだ
さい。
インジケーターを検証してください。
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メソッド
メソッドは EasyLanguage ドキュメントローカルの EasyLanguage 文を含むコード構造で
す。関数のようにコードの中でメソッドを参照することができます。ローカルなので分
析テクニックやストラテジーの中でより速く他の変数を直接参照できます。関数同様に、
メソッドも引数を渡したり、戻り値を返すことができます。method void を使い、いくつ
かの予約語同様に変数に代入せずに、メソッドをそのまま戻り値なしで一連の文を実行
することもできます。以下がメソッドの特徴です。






メソッド は戻り値を返すことができる
メソッドに 1 つまたは複数の引数を渡すことができる
メソッドは標準の変数を変更することができる
メソッドはその中でローカル変数を宣言することができる
メソッドは標準の EasyLanguage 関数よりも速い

メソッドは予約語 method、戻り値の型、メソッドの名前、丸括弧で囲んだ引数の順に書
き宣言することができます。引数が無い場合でも丸括弧を書く必要があります。必要に
応じてローカル変数宣言の後に、begin/end ブロックで EasyLanguage 文を含むメソッ
ドの本体を書きます。
method void myMethod(int param1)
var: double localVar1, int localVar2;
begin
{EasyLanguage 文}
localVar1 = myObject.Close[0];
localVar2 = 10;
if param1<localVar2 then
plot1(localVar1);
end;
void はこのメソッドが戻り値を持たないことを示しています。またもしメソッドの引数
が無ければ、必要なのは丸括弧だけです。
メソッドの中のコードは、分析テクニックやストラテジーが評価される足毎に実行され
るわけではなく、メソッドが呼び出された時だけ実行されます。以下の例は、メソッド
の上の if 文で Condition1 が真の場合のみメソッドが実行されます。この動作は外部関数
を使うケースと似ていますが、メソッドはドキュメントのローカルにあることが違いま
す。通常メソッドはドキュメントの中で複数回呼び出す必要がある処理があるときに使
われますが、EasyLanguage コードをカプセル化したいときにも役立ちます。またメソッ
ドは、オブジェクトのイベントプロパティに関連してイベントハンドラとしても使われ
ます。
Value1 = 5;
if Condition1=True then
myMethod(Value1);
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ローカルメソッドは、EasyLanguage ドキュメントの中で Inputs、Vars、Arrays の宣言と
メイン処理を行う本体のコードの間に書く必要があります。
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イベント
イベントは、オブジェクトがクライアントプログラム(EasyLanguage コード)に通知を送
る方法です。最も一般的な例の 1 つは、ボタンのようなユーザーがクリックしたとき、
グラフィックコントロールがアクションの発生を通知することです。もう一つの例は、
タイマーコントロールが一定間隔で処理を実行することです。イベントの特徴は以下で
す。





イベントは事象の発生や変更を受け取る
イベントはトリガされるとイベントハンドラメソッドを呼び出す
イベントハンドラメソッドの中のコードはイベントの処理で実行される
イベントはプロパティエディターのイベントハンドラメソッドに接続される

しかしながら、イベントはグラフィックインターフェースやタイマーだけで使用される
わけでなく、多くの EasyLanguage データプロバイダーコンポーネントが、価格更新、
ポジションや口座情報のようなオブジェクトの変更に関連するデータのイベント通知を
サポートしています。これまで、データ受信時に変更を捉えるためにループしていたか
もしれませんが、オブジェクトイベントを使えば分析テクニックやストラテジーにイベ
ントハンドラメソッドを加えることで自動的にそれを実行することができます。

イベントハンドラ
EasyLanguage では、イベントハンドラは関連するイベントがオブジェクトの中で発生し
たときに呼び出される EasyLanguage コードの中のメソッドです。イベントハンドラメ
ソッドは、分析テクニック、関数、またはストラテジーがどのようにイベントに反応す
るかを EasyLanguage 文でプログラムする場所です。
イベントハンドラメソッドをイベントに関連付ける必要があります。プロパティエディ
ターを使い任意の名前を付けたイベントをメソッドに関連付けることができます。例え
ば、プロパティエディターの「イベント」セクションを開き、「Elapsed」をダブルクリ
ックすると、EasyLanguage ドキュメントの中のタイマーコンポーネントのイベントハン
ドラメソッドが自動的に作成され、Elapsed イベントがメソッド(この例では
Timer1_Elapsed)に関連付けられます。

Elaplsed イベントが発生する度に、関連メソッドに書かれた EasyLanguage コードが実行
されます。イベントハンドラは通常 Sender と Args の 2 つの引数が渡されています。こ
れらの引数はイベント情報を受け取るために使われます。ユーザーは変更してはいけま
せん。
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method void Timer1_Elapsed( elsystem.Object sender, elsystem.TimerElapsedEventArgs
args )
begin
{ここに EasyLanguage 文を書く}
end;
コンポーネントにおいては、イベントハンドラメソッド名はプロパティエディターで使
っているイベントに関連付けられています。

非コンポーネントオブジェクトにおいては、以下のようにオブジェクトのイベントプロ
パティにイベントハンドラメソッド名を登録する必要があります。
Object.EventName += Method_Name;

デザイナージェネレーションコード
EasyLanguage エディターに手書きで書き込むのと同様に、コンポーネントが作成されそ
のプロパティが変更されると、コンポーネントの情報は自動的にプログラム化されて
EasyLanguage ドキュメントに書き込まれます。この情報は読み取り専用の特別なページ
にデザイナージェネレーションコードとして書き込まれます。「表示」→「デザイナー
ジェネレーションコード」から開くことができます。
プロパティエディターを通してコンポーネントのプロパティ値が変更される度に、シス
テムはデザイナージェネレーションコードを自動的に更新します。コードエディターで
ユーザーが編集することはできません。
例えば、プロパティエディターで Timer オブジェクトの Elapsed イベントを作成すると、
デザイナージェネレーションコードの中でコンポーネントのイベントにイベントハンド
ラ(メソッドは EasyLanguage コードで宣言されている)が登録される EasyLanguage 文が
書き込まれます。
Timer1.elapsed += timer1_elapsed;
上記例では、Timer1 コンポーネントオブジェクトが Elapsed イベントをトリガする度に、
EasyLanguage コードの中の‘timer1_elapsed’メソッドを呼び出しその中の処理を実行しま
す。
今のところ、コンポーネントによって作成されたデザイナージェネレーションコードを
理解する必要はありませんが、EasyLanguage オブジェクトへの理解が進むにつれて徐々
に理解が深まるでしょう。

タイマー
Timer コンポーネントは、指定したミリ秒でカウントダウンが終了したときにイベント
ハンドラメソッドを呼び出すようにタイマーを設定するオブジェクトを作成します。タ
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イマーの終了後にタイマーを何度も自動的に再起動するように設定して、イベントハン
ドラを繰り返し呼び出すことができます。
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例題 #5
目的: (足のカウントダウンインジケーター)
 ツールボックスコンポーネントで Timer オブジェクトを作成する
 プロパティエディターでイベントを作成する
 イベント通知で EasyLanguage コードを実行する
インジケーター: ‘$05_BarPcntLeft’
Timer コンポーネントでタイマーを 1000 ミリ秒間隔で最新の足で繰り返し更新
するように設定する。1000 ミリ秒 = 1 秒

ワークスペース: $05_BarPcntLeft
チャート作成
タイムフレーム: 1 分足
インジケーター: $05_BarPcntLeft
コンポーネントとプロパティエディター
Timer1:
Inteval
1000
「General」
AutoReset
True
同上
Enable
True
同上
Elapsed
Timer1_Elapsed

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース
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インジケーターの練習問題 #5: ‘$05_ BarPcntLeft’
#05_ BarPcntLeft という名前で新規にインジケーターを作成してください。インジケー
ター名の接頭には番号記号#を付けて、ダウンロードできる練習問題と区別します。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。Timer コンポーネントを選択して、コードエディター上にコンポー
ネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンドウ下部のコン
ポーネントトレイに初期設定名の Timer1 が表示されます。
次に、コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネル
を開き、プロパティエディター上部で Timer1 が選択されていることを確認してくださ
い。
プロパティ
ペーンの「General」カテゴリーの「Inteval」を 1000 に設定してください。
単位はミリ秒です。後ほど 1 秒毎にゼロまでカウントダウンするようにタイマーをコー
ドで定義します。「AutoReset」プロパティを True に設定して、タイマーが自動的にリ
セットして 1 秒毎に実行されるようにします。「Enable」を True にして、分析テクニッ
クが分析ウィンドウに適用されるとすぐにタイマーが実行されるようにします。
プロパティエディターのイベント
アイコンをクリックして「イベント」ペーンに移
動します。Elapesed イベントは、タイマーがゼロまでカウントダウンする度に、Timer1
オブジェクトによってトリガされ、EasyLanguage ドキュメントの中でイベントハンドラ
メソッドを呼び出します。「Elapsed」の「Value」欄が空欄になっています。イベント
名「Elapsed」をダブルクリックすると、コードエディターにメソッドが作成され、メソ
ッド名が「Value」欄に自動的に入力されます。
メソッド名 Timer1_Elapsed がドキュメントに追加されます。イベントハンドラの丸括弧
の中の引数は自動的に作成されます。ユーザーが変更したり削除したりしてはいけませ
ん。任意の EasyLanguage コードは begin と end の間に書き込んでください。
method void Timer1_Elapsed( elsystem.Object sender,
elsystem.TimerElapsedEventArgs args )
begin
{ここに EasyLanguage 文を書く}
end;
Timer1_Elapsed メソッド文の上で、3 つの変数を宣言します。1 つ目は、最新の足で
elapsed タイマーイベントの回数をカウントする変数をで宣言します。通常の変数と異な
り intrabarpersist 変数は足の形成途中でも値を更新することができます。2 つ目は、カウ
ントする最大数を格納する変数です。3 つ目は直近の確定した足の番号を格納する変数
です。
var: intrabarpersist iCounter(0),iMax(60),barnumb(0);
全てのメソッド文の上に変数宣言文を書く必要があります。
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Timer1_Elapsed メソッドの begin と end の中に、iCounter 変数がゼロより大きい場合とい
う if 文と iCounter 変数をカウントダウンする実行文、現在の足が最新の足である場合と
いう if 文と PlotValues メソッドの実行文、を書きます。
method void Timer1_Elapsed(elsystem.Object sender,
elsystem.TimerElapsedEventArgs args)
begin
If iCounter > 0 then
iCounter = iCounter - 1;
If currentbar > barnumb then
PlotValues();
end;
PlotValues()メソッドはタイマーイベントが発生すると呼び出されます。足の進捗率を
plot1 でヒストグラム形状に描画します。plot2 と plot3 はそれぞれ最大値と最小値を水平
線で描画します。
Method void PlotValues()
begin
plot1((iCounter/iMax)*100, "PctLeft");
end;
メインセクションでは、チャートのタイムフレームから足の最大秒数を計算して iMax
変数に格納します。そしてチャートの最後の足のみ、足の終値確定時に iCounter 変数を
iMax 変数でリセットする処理と、PlotValues()メソッドの中で次の足が始まったことを
確認するために使う barrnumb 変数に現在の足番号を格納する処理を実行します。
Once If Bartype = 1 then
iMax=Barinterval*60;
if LastBarOnChart then begin
if BarStatus( 1 ) = 2 then begin
plot1(0, "PctLeft");
iCounter=iMax;
barnumb=currentbar;
end;
end;
plot2(100, "100");
plot3(0, "zero");
インジケーターを検証してください。
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AccountsProvider
AccountsProvider コンポーネントは実口座やデモ口座の口座情報を参照することができ
るオブジェクトを作成します。
AccountsProvider オブジェクトのプロパティエディターの「filter」プロパティで参照し
たい口座番号を指定します。初期設定では空欄で、ユーザーがブローカーに保有してい
る全口座の情報を参照します。「filter」で指定した条件に応じて AccountsProvider オブ
ジェクトは口座のコレクションを構築して、コレクションの中の要素数を Count プロパ
ティに設定します。
参照している口座の値に更新があれば AccountsProvider の updated イベントが通知しま
す。分析テクニックやチャートを適用しているチャートやレーダースクリーンの銘柄コ
ードに制限されずに、口座情報の更新を知ることができます。
口座コレクションのインデックス要素を参照しようとする前に、Count プロパティで
AccountsProvider が取得した口座数を確認してください。
AccountsProvider1 の Account プロパティで 1 つまたは複数の口座のコレクション、そし
てそれぞれの口座の一連のプロパティを参照することができます。例えば、プロバイダ
ーコンポーネントの Acconut プロパティに続けて、角括弧とインデックス識別子、この
例では[0]、を使いコレクションの最初の口座を参照することができます。
AccountsProvider1.Account[0];
特定の口座を参照後、Account[0]に続けてドット演算子‘,’とプロパティ名を書き、例え
ばリアルタイムの預かり資産評価額を返す. RTAccountNetWorth のような、その口座の
プロパティを参照することができます。
Value1 = AccountsProvider1.Account[0]. RTAccountNetWorth;
プロパティエディターの「Accounts」プロパティで口座番号を指定している場合、コレ
クションの Account[0]がその口座に該当します。もし 3 つの口座(例えば”111-12345,22234567,333-45678”)を指定している場合、2 番目を Account[1]、3 番目を Account[2]で参照
することができます。以下の文では、少なくとも 3 つの口座が入っているプロバイダー
から Account[2](ゼロから 3 口座目)の Unsettled ファンドプロパティの値を参照していま
す。
Value1 = AccountsProvider1.Account[2].UnsettledFund;

コレクション
AccountsProvider オブジェクトは「Accounts」プロパティで指定した全口座のコレクショ
ンを管理します。
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以下の文は、コレクションの中の最初の口座(インデックスのゼロ)の口座番号を返しま
す。
Plot1(AccountsProvider1.Account[0].AccountID);
Count プロパティを使い、コレクションリストを検索して、オブジェクトコレクション
リストの中のアイテム数を参照することができます。アイテム数がゼロの場合、コレク
ションリストの中にアイテムが存在しないことを意味します。
Value1 = AccountsProvider1.Count;
AccountsProvider オブジェクトのプロパティエディターの「Accounts」プロパティで、参
照したい口座を指定することができます。指定した条件に応じて、AccountsProvider オ
ブジェクトは口座のコレクションを構築して、コレクションの中の要素数を Count プロ
パティに設定します。初期設定では空欄で、ユーザーがブローカーに保有している全口
座の情報を参照します。

定義の検索とヘルプ
コンポーネントのプロパティとメソッドについて計算する方法はいくつかあります。例
えばプロパティエディターでは、コンポーネントのプロパティを選択すると、プロパテ
ィエディターの下部に、辞書に記載されている簡潔な説明が表示されています。その説
明の上部にはそのコンポーネントのクラスのヘルプにリンクしている「ヘルプトピック
スプロパティ名」リンクが表示されています。ヘルプにはそのクラスのプロパティ、メ
ソッド、イベントのリスト、そして類似しているクラスとプロパティへのリンクが記載
されています。
コードエディター上では、コードの中でオブジェクト参照名を右クリックすると、コン
テキストメニューの中に「の定義(D) オブジェクト名」があり、選択するとそのオブジ
ェクトクラスのヘルプページを開くことができます。

コンテキストメニューの中の「定義 プロパティ名」を選択すると、そのプロパティのク
ラスのヘルプページを開きますが、多くのプロパティが他のクラスから継承されていて
それらの定義は親クラスの中に入っているので、開いたページはそのコンポーネントの
違うクラスである場合があります。例えば、.RTAccountNetWorth プロパティは
AccountsProvider コンポーネントで参照することができますが、本来はコンポーネント
の Account[0]プロパティに関連付けられている Account クラスのメンバーです。
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例題 #6
目的: (口座損益インジケーター)
 口座情報を参照することができるオブジェクトを作成する
 Count プロパティを使い、口座が存在するか確認する
 プロバイダーの名前を短くする
インジケーター: ‘$06_AccountPL’
このインジケーターは AccountsProvider コンポーネントを使い指定した口座情報
を参照します。営業日開始時点のお預かり資産評価額とリアルタイムのお預かり
資産評価額の差分をヒストグラム形状で描画します。差分がゼロ超過の場合緑色、
ゼロ未満の場合赤色で描画します。

ワークスペース: $06_AccountPL
チャート作成
タイムフレーム: 5 分足を 5 日間
インジケーター: $06_AccountPL
コンポーネントとプロパティエディター
AccP:
Name
AccP
Accounts
iAccount1
Updated
AccP_Updated
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インジケーターの練習問題 #6: ‘$06_ AccountPL
#06_ AccountPL という名前で新規にインジケーターを作成してください。インジケータ
ー名の接頭には番号記号#を付けて、ダウンロードできる練習問題と区別します。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。AccountsProvider コンポーネントを選択して、コードエディター上
にコンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンドウ
下部のコンポーネントトレイに初期設定名の AccountsProvider1 が表示されます。
次に、コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネル
を開き、プロパティエディター上部で AccountsProvider1 が選択されていることを確認し
てください。
「Name」プロパティの「Value」欄を AccP に変更してください。コンポーネントオブ
ジェクトの名前を短くすることで、コードの中での入力を簡潔にします。コンポーネン
トオブジェクトの設定はそのまま保たれます。コードエディターのコンポーネントトレ
イに表示されている名前も変わります。
次に、「Accounts」プロパティの空欄になっている「Value」欄を選択して、プロパテ
ィエディターの上部にある「入力」 アイコンをクリックすると、「Value」欄に
iAccount1 が自動的に入力されます。同時に、EasyLanguage コードの前半部分に以下の
文が追加されます。
Input: string iAccounts1( "" );
引用符の間に、Accp コンポーネントオブジェクトで使う口座番号を入力します。 Accp
に対して Account プロパティを要求すると、この口座番号が参照されます。
Input: string iAccounts1( "111-12345" );
アラートを出すための差分の閾値を Input で宣言します。
Input: PLAlert(100);

差分の値を格納するための変数も宣言します。
var: AccountPL(0);
次に、プロパティエディター上部の「イベント」
アイコンをクリックします。
Updated イベントは、口座情報に更新がある度に AccountsProvider1 オブジェクトによっ
てトリガされ、EasyLanguage ドキュメントの中でイベントハンドラメソッドを呼び出し
ます。「Updated」の「Value」欄が空欄になっています。イベント名「Updated」をダブ
ルクリックすると、コードエディターにイベントハンドラメソッドが作成され、メソッ
ド名が「Value」欄に自動的に入力されます。
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イベントハンドラメソッド名 AccP_Updated が自動的にコードに追加されます。
method void AccP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.trading.AccountUpdatedEventArgs args )
begin
{ここに EasyLanguage 文を書く}
end;
自動的に生成されたコメント部分をメソッド名 PlotValues( )に置き換えます。
method void AccP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.trading.AccountUpdatedEventArgs args )
begin
PlotValues();
end;
Updated イベントが発生する度に差分を計算して描画するメソッドを作成します。プロ
バイダーが指定した口座情報を収集したときチャートの最新の足でのみ描画します。
Method void PlotValues()
begin
If Lastbaronchart and AccP.Count > 0 then begin
AccP.Account[0].ExtendedProperties[13].DoubleValu
e AccP.Account[0].ExtendedProperties[5].DoubleValue
plot1(AccountPL,"AccountPL");

差分がゼロ超過の場合緑色、ゼロ未満の場合赤色、同値の場合灰色で描画する分を追加
します。
setplotcolor(1,LightGray);
If AccountPL > 0 then
setplotcolor(1,green);
If AccountPL < 0 then
setplotcolor(1,red);
end;
end;
plot2(0,"Zero");
Plot3(PLAlert);
Plot4(-PLAlert);
ドキュメント上で右クリック、「プロパティ」を選択して「インジケータープロパティ」
を開き、「チャートのスタイル」タブで AccountPL「プロット」の「タイプ」を「ヒス
トグラム」に設定してください。
インジケーターを検証してください。
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Filter プロパティ(TokenList)
多くのケースで、プロパティエディターの「filter」セクションは、1 つまたは TokenList
であるカンマ区切りで複数の文字列を値として取ります。
PositionsProvider コンポーネントは、プロバイダーが参照するポジション情報の選択を
狭めるために 3 つのフィルターを備えています。特定の銘柄コードのグループのポジシ
ョン、例えば 1321-TS、1357-TS、1570-TS を参照したい場合、以下のように文字列を入
力します。
Accounts
Symbol
Types

“1321-TS,1357-TS,1570-TS”

PositionsProvider は指定された 3 つの銘柄コードのポジション情報のみ返します。
「Accounts」と「Types」プロパティを空欄にすると、全口座の買いと売りの両方のポジ
ション情報を返します。口座番号やポジションの種類を指定して、それら全てのフィル
ター条件に一致したポジションだけに絞り込むことができます。例えば、以下のフィル
ター設定は、2 つの口座における 3 銘柄の買いポジションを探します。
Accounts
Symbol
Types

“111-12345,777-89012”
“1321-TS,1357-TS,1570-TS”
“long”

「Symbol」プロパティを銘柄コードで指定せずに、予約語 symbol(引用符無し)で指定す
ると、チャートまたはレーダースクリーンの適用されている銘柄コードのポジションを
返します。
Symbol

symbol

+= 代入演算子
オブジェクトに加えて、他のオブジェクト指向言語で一般的な代入演算子が
EasyLanguage に追加されました。この演算子で、代入文の両方に変数名を繰り返すこと
なく、変数に値を加算することもできます。
例えば以下の式は
result += 1
以下のように書くこともできます
result = result + 1
ただし、前者の result は一度だけ評価されます。代入演算子によるイベントの登録につ
いては後述します。
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PositionsProvider
PositionsProvider コンポーネントは指定した 1 つまたは複数の銘柄コードのポジションを
参照するオブジェクトです。特定の口座番号やポジションの種類によって結果をフィル
ターすることもできます。銘柄コード、口座番号、ポジションの種類を指定して条件を
フィルターすると、PositionsProvider は条件を満たすポジションのコレクションを構築
して、Count プロパティにコレクションの要素数を設定します。初期設定ではそれらの
プロパティは空欄で、PositionsProvider はユーザーがブローカーに保有している全口座、
全銘柄、全ポジションのコレクションを構築します。
参照しているポジション情報に更新があれば PositionsProvider の updated イベントが通知
します。分析テクニックやチャートを適用しているチャートやレーダースクリーンの銘
柄コードに制限されずに、ポジション情報の更新を知ることができます。
ポジションコレクションの要素を参照しようとする前に、Count プロパティで
PositionsProvider が取得したポジション数を確認してください。
以下は、PositionsProvider コレクションの中の最初のインデックスのポジションのポジ
ションプロパティを参照する例です。
Plot1(PosProvider1.Position[0].OpenPL,”P/L”);
Plot2(PosProvider1.Position[0].Quantity,”PosSize”);
Plot3(PosProvider1.Position[0].AveragePrice,”AvgPx”);
Plot4(PosProvider1.Position[0].InitialMargin,”I Margin”);
Plot5(PosProvider1.Position[0].RequiredMargin,”R Margin”);
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例題 #7
目的: (ポジション情報インジケーター)
 ポジション情報を参照することができるオブジェクトを作成する
 プロパティエディターでコンポーネントプロパティを初期化する
 銘柄コードに応じてポジション情報を描画する
インジケーター: ‘$07_PosValue’
このインジケーターは PositionsProvider コンポーネントを使いレーダースクリー
ンやチャートの銘柄コードのポジション情報を参照します。その銘柄コードのポ
ジションを保有してない場合、ゼロを表示します。

ワークスペース: $07_PosValue
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 全て
インジケーター: $07_PosValue
コンポーネントとプロパティエディター
PosP:
Name
PosP
Symbol
symbol
Updated
PosP_Updated
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インジケーターの練習問題 #7: ‘$07_ PosValue
#07_ PosValue という名前で新規にインジケーターを作成してください。インジケータ
ー名の接頭には番号記号#を付けて、ダウンロードできる練習問題と区別します。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。PositionsProvider コンポーネントを選択して、コードエディター上
にコンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンドウ
下部のコンポーネントトレイに初期設定名の PositionsProvider1 が表示されます。
次に、コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネル
を開き、プロパティエディター上部で PositionsProvider1 が選択されていることを確認し
てください。
「Name」プロパティの「Value」欄を PosP に変更してください。
「filters」カテゴリーの「Symbols」プロパティ「Value」欄に symbol を入力してくださ
い。プロバイダーはこの銘柄コードのポジション情報のみ返します。「Accounts」と
「Types」プロパティは空欄のままにします。プロバイダーは指定した銘柄コードにつ
いて全口座の全ポジションを探します。
これで PosP コンポーネントがオブジェクトとして指定した銘柄コードについてチャー
トやレーダースクリーンでポジション情報を参照できるようにになりました。
次に、プロパティエディター上部の「イベント」
アイコンをクリックします。
「Updated」の「Value」欄が空欄になっています。イベント名「Updated」をダブルクリ
ックすると、コードエディターにイベントハンドラメソッドが作成され、メソッド名が
「Value」欄に自動的に入力されます。
イベントハンドラメソッド名 PosP_Updated が自動的にコードに追加されます。イベン

トハンドラの丸括弧の中の引数は自動的に作成されます。ユーザーが変更したり削除し
たりしてはいけません。
method void PosP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.trading.PositionUpdatedEventArgs args )
begin
PlotValues();
end;
PosP_Updated メソッドの begin と end の間に自 PlotValues( )メソッドを記載します。
次に、PlotValue( )メソッドを作成します。
Method void PlotValues()
begin
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begin の後の最初の if 文は Count プロパティを使い指定した銘柄コードのポジションが
あるかどうか確認しています。ポジションがなければレーダースクリーンは空欄になり
ます。ポジションがあれば以下の 3 つのポジション情報を表示します。
if (PosP.Count > 0) then
begin
Plot1(PosP.Position[0].MarketValue, "Mkt Value");
Plot2(PosP.Position[0].Quantity, "Qty");
Plot3(PosP.Position[0].OpenPL, "P/L");
未決済ポジションが含み益であれば緑色、含み損であれば赤色で表示します。
if PosP.Position[0].OpenPL>=0 then
SetPlotColor(3,Green)
else
SetPlotColor(3,Red);
end
else
begin
指定した銘柄コードのポジションがない場合、以下のコードでゼロを表示します。
Plot1(0, "Mkt Value");
Plot2(0, "Qty");
Plot3(0, "P/L");
Plot4("","% of Acct");
end;
end;
インジケーターを検証してください。
このインジケーターはレーダースクリーン用で、指定した銘柄コードの全ポジションを
対象にした情報表示します。チャートに適用することもできますが、MarketValue、
Quantity、OpenPL の値はチャートのサブグラフに線で描画されます。

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース

41

Method 変数
関数内で宣言した変数は関数内でしか使用できないように、メソッド内で宣言した変数
もメソッド内でしか使用できません。ローカル変数はメソッド内で走り、メソッドが実
行された後に消えます。ローカル変数はイベントハンドラによって更新された値の計算
を実行するとき、またはメソッド内でだけ必要なカウンターやインデックスのような値
として使うとき役立ちます。メソッド内では、ローカル変数とメソッド外で宣言した変
数の両方を計算で使用することができますが、メソッドを出た後はメソッド外で宣言し
た変数だけ値を保持します。
メソッドのローカル変数の宣言文は、これまで分析テクニックやストラテジーで使って
きた標準の変数宣言文と似ていますが、大きな違いが 2 つあります。1) ローカル変数文
は型に続けて変数名を記載する必要があります(int、double、bool、string 等)。2) ローカ
ル変数名に続けて初期値を記載することはできません。メソッド本体の begin と end の
間で計算開始前にローカル変数に初期値を代入することをお勧めします。
method void myMethod( )
var: int myIndex, double priceTotal;
begin
{ここに EasyLanguage 文を書く}
end;
変数の型:
Inrt – 整数- 小数点なしの正または負の数
Double – 浮動小数点 -小数点ありの正または負の数
Bool – 論理- 真または偽
String – 文字- 文字列

NumToStr( 数値, 小数点以下桁数 )
予約語 NumToStr を使い数値を文字列に変換することができます。表示する数値の桁数
を統一したいときに役立ちます。
例えば、Order コレクションの中の最初の注文の LimitPrice プロパティを小数点 2 桁で表
示したいとき、その数値を最初の引数として、桁数を 2 番目の引数として予約語
NumToStr を使います。
Plot1(numtostr(ordersprovider1.Order[0].LimitPRice,2),”Limit”);
数値を文字列に変換してレーダースクリーンで表示した場合、数値による列のソートは
できなくなります、また小数点の表示設定も適用されませんのでご注意ください。
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例題 #8
目的: (ポジションと口座情報インジケーター)
 異なるコンポーネントを組み合わせる
 ポジションと口座情報を参照するオブジェクトを作成する
 プロパティエディターでコンポーネントオブジェクトを初期化する
インジケーター: ‘$08_PosValueAcct’
このインジケーターは PositionsProvider コンポーネントと AccountsProvider コン
ポーネントを使い、口座資金に対してのマーケットバリューを計算して表示しま
す。ポジションを保有してない場合、ゼロを表示します。

ワークスペース: $08_PosValueAcct
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 全て
インジケーター: $08_ PosValueAcct
注釈: 銘柄コードごとにポジション情報を参照
コンポーネントとプロパティエディター
PosP:
Name
PosP
Symbol
symbol
Updated
PosP_Updated

コンポーネント名を変更
「filters」

AccP:
Name

AccP
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コンポーネント名を変更
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インジケーターの練習問題 #8: ‘$08_ PosValueAcct
例題#7 で作成したインジケーター#07_ PosValue を別名の#08_ PosValueAcct で保存して
ください。

別名で保存した場合、PosP コンポーネントを再度追加する必要はありません。もし最初
から作成する場合にはツールボックスから PositionsProvider コンポーネントをドキュメ
ントにドラッグ&ドロップして、例題#7 の「コンポーネントとプロパティエディター」
の設定通りに「Symbols」プロパティと「Updated」イベントの値を設定する必要があり
ます。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。AccountsProvider コンポーネントを選択して、コードエディター上
にコンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンドウ
下部のコンポーネントトレイに初期設定名の AccountsProvider1 が表示されます。
次に、コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネル
を開き、プロパティエディター上部で AccountsProvider1 が選択されていることを確認し
てください。
「Name」プロパティの「Value」欄を AccP に変更してください。
灰色背景になっている以下のコードは、例題#7 からそのまま使います。
method void PosP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.trading.PositionUpdatedEventArgs args )
begin
PlotValues();
end;
PlotValue( ) メソッドの中で、begin の前で変数を宣言します。メソッドのローカル変数
は型を指定する必要はありますが、初期値は持たないことに注意してください。
最初の変数は口座資金に対してのマーケットバリューを計算します。2 番目の変数はポ
ジションを保有する口座番号を格納します。
Method void PlotValues()
var: double PcntOfAccount, string PosAccountID;
begin
if (PosP.Count > 0) then
begin
Plot1(PosP.Position[0].MarketValue, "Mkt
Value");
Plot2(PosP.Position[0].Quantity, "Qty");
Plot3(PosP.Position[0].OpenPL, "P/L");
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if PosP.Position[0].OpenPL>=0 then
SetPlotColor(3,Green)
else
SetPlotColor(3,Red);
次に、AccP コンポーネントの Count プロパティで口座の存在を確認して、その口座資金
に対するマーケットバリューを計算してパーセントで表示します。PositionsProvider の
現在のポジションから口座番号を取得して、その口座番号を使いリアルタイムの預かり
資産評価額を参照しています。
PosAccountID = PosP.Position[0].AccountID;
If AccP.Count>0 then
PcntOfAccount =
PosP.Position[0].MarketValue/AccP.Account[P
osAccountID]. .ExtendedProperties[13].Double
Value;
Plot4(numtostr(PcntOfAccount*100,3)+" %","%
of Acct");
end
else
begin
Plot1(0, "Mkt Value");
Plot2(0, "Qty");
Plot3(0, "P/L");
Plot4("","% of Acct");
end;
end;
インジケーターを検証してください。
このインジケーターはレーダースクリーン用で、各行の銘柄コードについて現在保有し
ているポジションの口座資金に対するマーケットバリューを計算してパーセントで表示
します。
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ToString()
toString( ) はオブジェクトプロパティの値を文字列に変換することができるメソッドで
す。プロパティの型を気にすることなく plot や print 文で数値や日付を表示することが
できます。
例えば以下の文だと、Plot1 は DateTime オブジェクト型の CurrentTime プロパティを参
照して表示する方法が分からないのでエラーを出します。
Plot1(elsystem.datetime.CurrentTime);
最後に toString( ) を追加すると、plot や print 文で描画するように CurrentTime プロパテ
ィを表示可能な文字列に自動的に変換します。
Plot1(elsystem.datetime.CurrentTime.toString( ));

OrdersProvider()
OrdersProvider とそのユーザー定義フィルターを使いリアルタイムとヒストリカルの両
方の注文情報を参照することができます。トレードマネージャーの「注文」タブに表示
される情報と似ています。Order クラスは特定の注文のプロパティを参照するために使
われます(後述)。
口座、日次期間、注文番号、注文ステータス(例: 受付済、約定済、失敗等)の条件を付け
て結果をフィルターすることができます。「filters」プロパティで指定した銘柄コード、
口座、日次期間、注文ステータスをフィルター条件に応じて、OrdersProvider は条件を
満たす Order オブジェクトのコレクションを構築して、コレクションの中の要素数を
Count プロパティに設定します。「filters」プロパティを空欄のままにした場合、
OrdersProvider は、全銘柄コード、全口座、全期間、全ステータスの注文を含むコレク
ションを構築します。
参照している注文の値に更新があれば OrdersProvider の updated イベントが通知します。
例えば、OrdersProvider の特定のインスタンスによって管理されている注文のステータ
スが変わると通知を飛ばすので、ユーザーはステータスの変化を捉えることができます。
分析テクニックやチャートを適用しているチャートやレーダースクリーンの銘柄コード
に制限されずに、注文情報の更新を知ることができます。
注文コレクションの要素を参照しようとする前に、Count プロパティで OrdersProvider が
取得した注文数を確認してください。
以下は、OrdersProvider コレクションの中の最初のインデックスの注文の注文プロパテ
ィを参照する例です。
Plot1(OrdersProvider1.Order[0].AvgFilledPrice,”AvgFillPx”);
Plot2(OrdersProvider1. Order [0].FilledQuantity,”FillQTY”);
Plot3(OrdersProvider1. Order [0].State.ToString( ),”State”);
Plot4(OrdersProvider1. Order [0].LimitPrice,”LimitPx”);
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Plot5(OrdersProvider1. Order [0].Duration,”Duration”);
注釈: 注文コレクションは、インデックスのゼロ(新しい注文)から古い注文まで時系列に
並んでいます。
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例題 #9
目的: (注文ステータスインジケーター)
 注文ステータスを参照するオブジェクトを作成する
 プロパティエディターでコンポーネントオブジェクトを初期化する
 レーダースクリーン各行の銘柄コードについて、注文の数量、種類、ステー
タスを描画する
インジケーター: ‘$09_OrderStatus’
このインジケーターは OrdersProvider コンポーネントを使い、チャートやレーダ
ースクリーン各行の銘柄コードについて、直近に発注された注文のステータスを
参照します。その銘柄コードについて注文発注履歴がなければ、レーダースクリ
ーンの表示は空欄になります。

ワークスペース: $09_OrderStatus
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 全て
インジケーター: $09_ OrderStatus
コンポーネントとプロパティエディター
OrdersProvider1:
Symbol
symbol
「filters」
Updated
OrdersProvider1_Updated
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インジケーターの練習問題 #9: ‘$09_ OrderStatus
#09_ OrderStatus という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。OrdersProvider コンポーネントを選択して、コードエディター上に
コンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンドウ下
部のコンポーネントトレイに初期設定名の OrdersProvider1 が表示されます。「Name」
プロパティの「Value」欄を OrdP に変更してください。
プロパティエディターの「filters」カテゴリー下の「Symbol」プロパティの「Value」欄
に予約語 symbol を入力して、プロバイダーがレーダースクリーンの各行の銘柄コード
についてのみ注文ステータスを返すようにします。「Accounts」、「States」、「Orders」
プロパティは空欄にして、プロバイダーがその銘柄コードについて全注文を探すように
します。これで OrdP コンポーネントはオブジェクトとしてチャートやレーダースクリ
ーンの各行の銘柄コードについて注文情報を参照するように設定されました。
プロパティエディター上部の「イベント」アイコンをクリックします。「Updated」の
「Value」欄が空欄になっています。イベント名「Updated」をダブルクリックすると、
コードエディターにイベントハンドラメソッドが作成され、メソッド名が「Value」欄
に自動的に入力されます。
メソッド名 OrdP_Updated がドキュメントに追加されます。イベントハンドラの丸括弧
の中の引数は自動的に作成されます。ユーザーが変更したり削除したりしてはいけませ
ん。
PlotValues( )メソッドを記載してください。
method void OrdP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.trading.OrderUpdatedEventArgs args )
begin
PlotValues();
end;
以下は、コレクションの中から最初の、つまり直近の注文を返す Order[0]の注文ステ
ータスプロパティを参照して描画するメソッドです。.Count プロパティはレーダースク
リーンの各行の銘柄コードについて注文ステータスのアイテム数を返します。今回は最
初の要素だけ使うのでゼロより大きいかどうか確認します。ToString( )メソッドを使い、
文字列ではない値を文字列に変換して描画します。
Method void PlotValues()
begin
If OrdP.count>0 then begin
plot1(OrdP.Order[0].EnteredQuantity,"Quantity0");
plot2(OrdP.Order[0].type.tostring(),"Type0");
plot3(OrdP.Order[0].LimitPrice,"Limit Price0");
plot4(OrdP.Order[0].state.tostring(),"State0");
end;
end;
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インジケーターを検証してください。
このインジケーターはレーダースクリーン用で、各行の銘柄コードについて注文履歴が
あれば直近の注文ステータスを描画します。
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LastBarOnChart
LastBarOnChart 関数は、現在の足がチャートの最新の足かどうかを判定します。例えば、
過去の足でなくリアルタイムの足でのみ注文発注する必要があるときなどに役立ちます。
If LastBarOnChart and OrderCondition=true then
Orderticket1.send( );
上記例では、現在の足が最新の足で OrderCondition が真の場合に注文発注します。

AnalysisTechnique – Initialized と Uninitialized イベント
分析テクニックやストラテジーがチャートやレーダースクリーンに適用されると、
Initialized イベントがトリガされ、EasyLanguage コードの中で指定されたイベントハン
ドラメソッドを呼び出します。同様に、分析テクニックがチャートから削除されたとき
やプラットフォームが終了したとき、Uninitialized イベントがトリガされます。ある条
件を作成して、分析テクニックを最初に一度だけ実行したいとき、そして分析テクニッ
クがチャートやレーダースクリーンの足毎にコードを実行した後、分析テクニックを最
後に一度だけ実行したいとき、にとても役に立ちます。プロパティエディター上部の
「イベント」アイコンをクリック後、ドロップダウンリストから「AnalysisTechnique」
を選択して、「Initialized」または「Uninitialized」イベント名をダブルクリックすると、
それぞれ「AnalysisTechnique_Initialized」と「AnalysisTechnique_UnInitialized」名が
「Value」欄に自動的に入力され、EasyLanguage ドキュメントの中にもそれらの名前の
イベントハンドラメソッドが自動的に記載されます。それらのメソッドの中に記載した
EasyLanguage 文は、分析テクニックやストラテジーの適用時と削除時に一度だけ実行さ
れます。

Intrabarpersist
Intrabarpersist で宣言された変数や配列は、ティック更新毎に値を更新して格納すること
ができます。足の形成途中にティック数をカウントしたり条件のステータスを変更した
りする場合に役に立ちます。通常の変数の値は足の終値で保存されます。
Var: IntrabarPersist tickcount(0);
Tickcount = tickcount + 1;
上記例では、変数 tickcount が足の形成途中の全てのティック数をカウントします。
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OrderTicket
OrderTicket コンポーネントは指定した銘柄コードの注文チケットを生成して、文セクテ
クニックやストラテジーから直接マーケットに注文を発注します。OrderTicket オブジェ
クトは「オーダーバー」から手動で発注できる殆どの注文パラメータをサポートしてい
ます。手動で発注した注文同様に、OrderTicket で生成された注文のステータスもトレー
ドマネージャーの「注文」タブに表示されます。
OrderTicket コンポーネントの設定は、これまで上述してきたコンポーネントと同様の手
順で行うことができます。最初に、プロパティエディターを使い、「Symbol」で銘柄コ
ード、「SymboType」でアセットの種類、「Account」で口座番号、「Quantity」で数量、
「Action」で売買方向(Buy、Sell、SellShort、または BuyToCover)、「Duration」で期間
を、いくつかは初期値が設定されているのでそれらを変更して注文パラメータを設定し
ます。全てのプロパティ設定後、EasyLanguage コードの中にコンポーネントオブジェク
トの Send( )メソッド文を加えることで注文を発注することができます。
OrderTicket1.Send( );
プロパティエディターを使わずに、EasyLanguage コードの中で銘柄コード、数量、売買
方向等をプログラムで直接書くことで OrderTicket プロパティを設定して注文発注する
こともできます。その場合にもそのコンポーネントの Send( )メソッドを呼び出し注文を
発注します。
OrderTicket1.Symbol = “XYZ”;
OrderTicket1.Quantity = 200;
OrderTicket1.Action = tsdata.trading.orderaction.Buy;
OrderTicket1.Send( );

注文発注オブジェクトを有効にする
OrderTicket やその他の注文コンポーネントを含んでいる分析テクニックやストラテジー
による偶発的な誤発注を防ぐために、「インジケーターの設定」の「一般」タブ、また
はストラテジーの「すべてのプロパティ」の「一般」タブにある、「注文発注オブジェ
クトを有効にする」にチェックをいれて注文発注を有効にする必要があります。

注釈: この設定にチェックを入れずにインジケーターやストラテジーから注文発注しよ
うとすると、ランタイムエラーが発生します。
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例題 #10
目的: (成行注文インジケーター)
 オブジェクトチケットを作成する
 最新の足で一度だけ注文を発注する
 インジケーターの注文発注オブジェクトを有効にする
インジケーター: ‘$10_MarketOrder’
OrderTicket コンポーネントは、終値が指定した期間の最高値または最安値より
高いときまたは安いときに成行注文を発注します。一度だけ注文を発注後、注文
ステータスをのフラグを偽にします。インジケーターを再ロードした場合、フラ
グは真になるのでもう一度注文が発注されます。
注意: このインジケーターは成行注文を発注します。実口座でテストする際には新規注
文約定後すぐに手動で決済注文を出すなど適切にポジション管理をしてください。

ワークスペース: $10_MarketOrder
チャート作成
タイムフレーム: 1 分足
EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース

53

スケーリング: 元データに軸を合わせる
インジケーター: $10_ MarketOrder
コンポーネントとプロパティエディター
OrdersTicket1:
Symbol
symbol
Account
iAccounts1
Quantity
iQuantity1
Action
Buy
Type
Market
AnalysisTechnique:
Initialized

予約語を入力
Input で初期口座設定
Input で初期数量設定

AnalysisTechnique_Initialized

インジケーターの練習問題 #10: ‘$10_MarketOrder’
#10_ MarketOrder という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。OrdersTicket コンポーネントを選択して、コードエディター上にコ
ンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンドウ下部
のコンポーネントトレイに初期設定名の OrdersTicket1 が表示されます。
コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネルを開き、
OrdersTicket1 がプロパティエディター上部で選択されていることを確認してください。
これまでの例題で行ってきたように、口座番号を Input で宣言して初期値を設定しま
す。「Account」プロパティの「Value」欄に口座番号を引用符で囲い入力してください。
プロパティエディター上部の「入力」アイコンをクリックすると、EasyLangugage コー
ドに Account プロパティの値として iAccount1 で Input 文が次のように追加されます。こ
の Input の値が OrdersTicket1 コンポーネントの初期口座番号になります。
Input: string iAccount1( "111-12345" );
「Quantity」の「Value」欄に数量を入力してプロパティエディター上部の「入力」アイ
コンをクリックすると、EasyLangugage コードに Quantity プロパティの値として
iQuantity1 で Input 文が次のように追加されます。
Input: int iQuantity1( 100 );
プロパティエディター上部のドロップダウンリストから「AnalysisTechnique」を選択し
て、「イベント」アイコンをクリックします。3 つのイベントの「Value」欄は空欄です。
「Initialized」イベント名をダブルクリックすると、コードエディターにイベントハンド
ラメソッドが作成され、メソッド名が「Value」欄に自動的に入力されます。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
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begin
{ここに EasyLanguage 文を書く}
end;
これで OrderTicket1 コンポーネントがオブジェクトとして指定した銘柄コードについて
チャートやレーダースクリーンで成行注文を発注できるようにになりました。
もう 1 つ、インジケーターが注文発注を一度だけ実行するように制御するための Input
を追加します。
Input: OrderActive(True);
次に、指定した期間の最高値または最安値を格納する変数を宣言します。また注文を一
度だけ発注するために変数の値をティック毎に変更できる intrabarpersist で変数を作成し
ます。
Vars: double HiTarget(0), double LoTarget(0),
intrabarpersist AllowTradeFlag(True);
AnalysisTechnique_Initialized メソッドの中で、予約語 Category を使い銘柄コードのアセ
ットの種類(Stock、Futures、Forex)を注文に対して設定します。AllowTradeFlag 変数の初
期値として Input の OrderActive の値を設定します。一度だけ注文発注後に
AllowTradeFlag は偽にリセットされます。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
orderticket1.SymbolType = Category;
orderticket1.ExtendedProperties.SetItem("FundSource",
"Cash");
orderticket1.ExtendedProperties.SetItem("TaxationMetho
d", "NonTokutei");
AllowTradeFlag = OrderActive;
end;
インジケーターで値を描画するメソッドを作成します。このメソッドの中にあるプロッ
ト文は PlotValue( )メソッドが呼び出された時だけ実行されます。
Method void PlotValues() begin
Plot1(HiTarget, "Low Target");
plot2(LoTarget,"Low Target");
plot3(AllowTradeFlag.tostring(),"Active");
end;
過去 3 つの足の最高値と最安値を計算します。
HiTarget = HighestFC(High, 3)[1];
LoTarget = LowestFC(Low, 3)[1];
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ティック毎に描画を更新する次の文を記載します。
plotvalues();
チャートの最後の足のとき、現在の足の終値が最高値または最安値より高いときまたは
安いとき、そして AllowTradeFlag が真のとき、注文を発注します。OrderTicket1.send( )
メソッドは if 文の begin の後に記載します。その下で AllowTradeFlag 変数を偽にして、
チャートが再更新されるまでは再度注文が発注されないようにします。
If ( ( Close <= LoTarget OR Close >= HiTarget ) AND
(LastBarOnChart and AllowTradeFlag) ) then begin
orderticket1.send(); // send order
AllowTradeFlag = False;
// set one trade only
safety flag
end;
インジケーターを検証してください。
チャートにインジケーターを適用してください。
$10_MarketOrder インジケーターの「インジケーターの設定」を開き、「一般」タブの
「注文発注オブジェクトを有効にする」にチェックを入れてください。この設定はイン
ジケーターがチャートに適用されている間のみ有効です。インジケーターを削除して再
び適用する際にはもう一度チェックを入れて設定を有効にする必要があります。
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オブジェクト変数を宣言する
これまでのところ、ドキュメントの中にコンポーネントをドラッグ&ドロップすること
でオブジェクトは自動的に作成されてきました。コンポーネントオブジェクトは分析テ
クニックに登録されて、EasyLanguage コードは、「表示」→「デザイナージェネレーシ
ョンコード」で開くことができる、隠しコードブロックの中で作成されています。
例えば、OrderTicket コンポーネントを使っている$10_ MarketOrder インジケーターのデ
ザイナージェネレーションコードを開いてみましょう。以下は最初の行です。
{コンポーネント宣言(デザイナージェネレーションコード)}
var: tsdata.trading.OrderTicket OrderTicket1(NULL);
OrderTicket1 という名前で tsdata.trading.OrderTicket 型の変数が初期値‘Null’で宣言されて
います。この変数名はプロパティエディターの中で設定したことがある注文を発注する
ためのオブジェクトコンポーネント名なので覚えていると思います。このように全ての
オブジェクト変数が、ザイナージェネレーションコードの中でまたはそれと同様に分析
テクニックやストラテジーの中でオブジェクトの型、名前、初期値‘Null’を使い直接記
載されています。
次の例では、Order オブジェクトを使い注文のステータスを参照します。以下は、注文
を参照するオブジェクト変数の変数宣言文です。
Var: tsdata.trading.Order myOrder(null);
後述で、独自の非コンポーネントオブジェクトを作成して参照することができる他のオ
ブジェクト変数を宣言します。

OrderTicket の Order ステータスを参照する
Order オブジェクト変数に送信した注文インスタンスを格納して、イベントハンドラメ
ソッドでその注文のステータスの更新を自動的に通知することで、注文のステータスを
参照することができます。以下は、OrderTicket を使い発注した注文のステータスを参照
するために必要な手順です。
{注文オブジェクトのインスタンスを格納するために myOrder という名前で
Order 変数を宣言する}
Var: tsdata.trading.Order myOrder(null);
{Order 更新イベントを受信するためのメソッド}
Method void OrderStatusUpdate(elsystem.Object sender,
tsdata.trading.OrderUpdatedEventArgs args)
begin
Plot2(myOrder.State);
end;
{オブジェクトインスタンスとしてオブジェクト変数 myOrder に送信した注文を
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コピーする}
myOrder = OrderTicket1.Send( );
{myOrder オブジェクトの Updated イベントにイベントハンドラを登録す
る}
myOrder.Updated += OrderStatusUpdate;
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BracketOrderTicket
BracketOrderTicket コンポーネントを使い、任意の銘柄コードに対して同じ種類の売買方
向(Buy、Sell、SellShort、または BuyToCover)に 2 つの注文を組み合わせて OCO 注文を
生成して分析テクニックやストラテジーから直接マーケットに注文を発注することがで
きます。BracketOrderTicket オブジェクトは、「オーダーバー」を使い手動で発注すると
きに利用することができる殆どの注文パラメータに対応しています。
BracketOrderTicket コンポーネントの設定は、これまで上述してきたコンポーネントと同
様の手順で行うことができます。最初に、プロパティエディターを使い、「Symbol」で
銘柄コード、「SymboType」でアセットの種類、「Account」で口座番号、「Quantity」
で数量、「Action」で売買方向(Buy、Sell、SellShort、または BuyToCover)、
「TargetType」と「ProtectionType」で注文の種類を、いくつかは初期値が設定されてい
るのでそれらを変更して注文パラメータを設定します。
全てのプロパティ設定後、EasyLanguage コードの中にコンポーネントオブジェクトの
Send( )メソッド文を加えることで注文を発注することができます。
BracketOrderTicket1.Send( );
プロパティエディターを使わずに、EasyLanguage コードの中で銘柄コード、数量、売買
方向、ストップ/指値価格等をプログラムで直接書くことで BracketOrderTicket プロパテ
ィを設定して注文発注することもできます。その場合にもそのコンポーネントの Send( )
メソッドを呼び出し注文を発注します。
BracketOrderTicket1.Symbol = “XYZ”
BracketOrderTicket1.Quantity = 100;
BracketOrderTicket1.LimitPrice = myOrder.AvgFilledPrice + .05;
BracketOrderTicket1.StopPrice = myOrder.AvgFilledPrice - .05;
BracketOrderTicket1.Action = tsdata.trading.orderaction.Sell;
BracketOrderTicket1.Send( );
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例題 #11
目的: (OSO 複合注文インジケーター)
 複合決済注文を作成する
 新規注文を Order オブジェクトに関連付けて情報を参照する
 成行注文のステータスを print 文に出力する
インジケーター: ‘$11_OSOBracketOrder’
OrderTicket コンポーネントと BracketOrderTicket コンポーネントを使い、任意の
条件を満たしたら新規成行注文を発注します。約定後に利益確定と損切の決済
OCO 注文を発注します。注文ステータスを「EasyLanguage 印刷ログ」に出力し
ます。

ワークスペース: $11_OSOBracketOrder
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チャート作成
タイムフレーム: 1 分足
スケーリング: 元データに軸を合わせる
インジケーター: $11_OSOBracketOrder
コンポーネントとプロパティエディター
OrdersTicket1:
Symbol
symbol
Account
iAccounts1
Quantity
iQuantity1
Action
Buy
BracketOrdersTicket1:
Symbol
Account
Quantity
Action
TargetType
ProtectionType
AnalysisTechnique:
Initialized

symbol
iAccounts1
iQuantity1
Sell
Limit
StopMarket

「General」
Input で初期口座設定
Input で初期数量設定

「General」
Input で初期口座設定
Input で初期数量設定

AnalysisTechnique_Initialized
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インジケーターの練習問題 #11: ‘$11_OSOBracketOrder’
例題#10 で作成したインジケーター#10_ MarketOrder を別名の#11_ OSOBracketOrder で保
存してください。
OrdersTicket1 コンポーネントは既に追加されているので、重ねて追加する必要はありま
せん。もし最初から作成してみたい場合には、ツールボックスから OrdersTicket コンポ
ーネントをドキュメントの中にドラッグ&ドロップして、「Symbol」で銘柄コード、
「SymboType」でアセットの種類、「Account」で口座番号、「Quantity」で数量、
「Action」で売買方向(Buy、Sell、SellShort、または BuyToCover)、「TargetType」と
「ProtectionType」で注文の種類を、コンポーネントのプロパティ設定で行う必要があり
ます。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。BracketOrderTicket コンポーネントを選択して、コードエディター上
にコンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンドウ
下部のコンポーネントトレイに初期設定名の BracketOrderTicket1 が表示されます。
コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネルを開き、
BracketOrderTicket1 がプロパティエディター上部で選択されていることを確認してくだ
さい。
プロパティエディターの「filters」カテゴリー下の「Symbol」プロパティの「Value」欄
に予約語 symbol を入力して、チャートの銘柄コードに対して複合注文が発注されるよ
うにします。
「Account」プロパティの「Value」欄を選択後、右端にある下矢印をクリックして、ド
ロップダウンリストから Input として宣言されている iAccount1 を選択してください。新
規成行注文と同じ口座番号に発注します。同様に、「Quantity」プロパティの「Value」
欄を選択後、右端にある下矢印をクリックして、ドロップダウンリストから iQuantity1
を選択してください。
「Action」プロパティを Sell、「TargetType」プロパティを Limit、「Protection」プロパ
ティを StopMarket 設定して、新規注文約定価格の上下に利益確定と損切りの決済注文を
発注します。
EasyLanguage コードに戻り、前回宣言した Input に続けて、利益確定と損切り幅を設定
する新しい Input を追加します。
Input: int iQuantity1( 100 ), double BracketAmt(100);
Input: OrderActive(TRUE), string iAccount1( "111-12345" );
次に、複合注文を一度だけ発注するために使う変数を intrabarpersist で宣言します。
Vars: double HiTarget(0),
double LoTarget(0),
intrabarpersist AllowTradeFlag(True),
intrabarpersist BracketSent(FALSE);
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新規成行注文が発注されたとき、新規注文オブジェクトを格納して後で参照するために
使う Order オブジェクト変数を宣言します。
Var: tsdata.trading.Order MyOrder(null);
例題#10 と同様に、AnalysisTechnique_Initialized メソッドの中で、予約語
Category を使い銘柄コードのアセットの種類(Stock、Futures、Forex)を注文に対して設定
します。AnalysisTechnique_Initialized メソッドは、プロパティエディターの「Initialized」
イベント名をダブルクリックすると「Value」欄とドキュメントの中に自動的に入力さ
れます。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
orderticket1.SymbolType = Category;
orderticket1.ExtendedProperties.SetItem("FundSource",
"Cash");
orderticket1.ExtendedProperties.SetItem("TaxationMethod",
"NonTokutei");
BracketOrderTicket1.SymbolType = Category;
BracketOrderTicket1.Protection.PrimaryTicket.ExtendedProper
ties.SetItem("FundSource", "Cash");
BracketOrderTicket1.Protection.PrimaryTicket.ExtendedProper
ties.SetItem("TaxationMethod", "NonTokutei");
BracketOrderTicket1.Target.PrimaryTicket.ExtendedProperties
.SetItem("FundSource", "Cash");
BracketOrderTicket1.Target.PrimaryTicket.ExtendedProperties
.SetItem("TaxationMethod", "NonTokutei");
AllowTradeFlag = OrderActive;
end;
次に、新規成行注文と決済複合注文のステータスを参照するためのメソッドを作成しま
す。このメソッドをイベントに登録するコードは後述します。ステータスを文字列で格
納するためのメソッドのローカル変数 myStatus を begin の前で宣言します。
Method void OrderStatusUpdate(elsystem.Object sender,
tsdata.trading.OrderUpdatedEventArgs args)
var: string myStatus;
begin
注文ステータスを文字列変数に格納して、print 文で EasyLanguage 印刷ログに出力する
文をメソッドの中に追加します。
myStatus = myOrder.State.tostring();
myStatus = myStatus + " " + myOrder.OrderID;
myStatus = myStatus + " - " + Entry1.Action.tostring();
myStatus = myStatus + " " +
myOrder.FilledQuantity.tostring();
myStatus = myStatus + " " + symbol;
print(myStatus);
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次の文は新規成行注文が約定した後に一度だけ実行されます。新規約定価格の上下に利
益確定と損切り幅を設定して、複合注文を発注します。複合注文発注後に BracketSent
変数を真にして複合注文が一度しか発注されないようにします。最後に、複合注文のス
テータスを EasyLanguage 印刷ログに出力します。
If BracketSent = false AND myOrder.State =
tsdata.trading.orderstate.filled then begin
BracketOrderTicket1.LimitPrice = myOrder.AvgFilledPrice +
BracketAmt;
BracketOrderTicket1.StopPrice = myOrder.AvgFilledPrice BracketAmt;
BracketOrderTicket1.Quantity = iQuantity1;
BracketOrderTicket1.Send();
BracketSent = True;
print("Bracket order sent ",BracketOrderTicket1.LimitPrice.tostring(),
" ",BracketOrderTicket1.StopPrice.tostring());
end;
メソッドを end で閉じます。
end;
例題#10 の描画文と新規成行注文文発注のための if 文をそのまま使います。
Method void PlotValues() begin
Plot1(HiTarget, "Low Target");
plot2(LoTarget,"Low Target");
plot3(AllowTradeFlag.tostring(),"Active");
end;
HiTarget = HighestFC(High, 3)[1];
LoTarget = LowestFC(Low, 3)[1];
plotvalues();
If ( ( Close <= LoTarget OR Close >= HiTarget ) AND
(LastBarOnChart and AllowTradeFlag) ) then begin
MyOrder オブジェクト変数に OrderTicket1.send()メソッドにより返される注文オ
ブジェクトを格納することで、MyOrder オブジェクトの Update イベントで注文の送
信、受付、約定のステータスを参照します。OrderStatusUpdate イベントハンドラ
メソッドを Updated イベントに登録することで、注文ステータスの更新を受信して、
新規成行注文が約定したときに複合注文を送信できるようにします。
MyOrder = OrderTicket1.send();
MyOrder.Updated += OrderStatusUpdate;
AllowTradeFlag = False;
end;
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インジケーターを検証してください。
チャートにインジケーターを適用してください。
$11_OSOBracketOrder インジケーターの「インジケーターの設定」を開き、「一般」
タブの「注文発注オブジェクトを有効にする」にチェックを入れてください。この設定
はインジケーターがチャートに適用されている間のみ有効です。インジケーターを削除
して再び適用する際にはもう一度チェックを入れて設定を有効にする必要があります。
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MarketDepthProvider
MarketDepthProvider コンポーネントを使い、任意の銘柄コードの複数の売買気配値と売
買気配数量を含むリアルタイムの板情報のコレクションを参照することができます。ト
レードステーションのマトリックスを使い見ることができる板情報と同じです。
板情報コレクション:
 Bids と Asks
 BidLevels と AskLevels
 Participants(ECN、マーケットメーカー)
Bids と Asks コレクションプロパティを使い、それぞれの板で参加者が提示した数量を
参照することができます。BidLevels と AskLevels コレクションプロパティを使い、任意
の板の価格で全参加者を合わせたデータを参照することができます。Participants プロパ
ティを使い参加者毎のデータを参照することができます。
プロパティエディターの「filters」プロパティを使い、参照データの中に ECN ブックや
Level II データを含めるかどうか、また参照したい売買気配値の本数を設定することが
できます。
Updated イベントを使い、板情報に更新があったときにコードの中で通知を受け取るこ
とができます。
Count プロパティを使い、コレクションの要素を参照する前に、注文がある板の本数を
確認することができます。
MarketDepthProvider は 5 つのデータコレクションの中に情報を格納します。
Bids と Asks – 板の本数でインデックス番号を付ける:
(marketdepthprovide1.Bids[row].Price)
BidLevels と AskLevels – 板の価格レベルでインデックス番号を付ける:
(marketdepthprovide1.AsksLevels[lvl].TotalSize)
Participants – 参加者数でインデックス番号を付ける:
(marketdepthprovide1.Participants[par].Bids.Count)
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例題 #12
目的: (板情報インジケーター)
 板の価格レベルの売買気配それぞれの総数量を表示する
 板の価格レベルで板情報を参照する
 板の価格レベル毎の数量を参照する
インジケーター: ‘$12_TotalBidAskSize’
MarketDepthProvider コンポーネントを使い、指定した板の価格レベルの買気配値
と売気配値それぞれの総数量を表示します。

ワークスペース: $12_TotalBidAskSize
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 5 分足
インジケーター: $12_ TotalBidAskSize
コンポーネントとプロパティエディター
MDP:
Name
MDP
名前を変更
Symbol
symbol
銘柄コードを設定
MaximumLevelCount iMaximumLevelCount1 Input で板参照本数
を設定
Updated
MDP_Updated
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インジケーターの練習問題 #12: ‘$12_ TotalBidAskSize
#12_ TotalBidAskSize という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。MarketDepthProvider コンポーネントを選択して、コードエディター
上にコンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンド
ウ下部のコンポーネントトレイに初期設定名の MarketDepthProvide1 が表示されます。
コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネルを開き、
MarketDepthProvide1 がプロパティエディター上部で選択されていることを確認してくだ
さい。
コンポーネントのプロパティ名を MDP に変更してください。
プロパティエディターの「filters」カテゴリー下の「Symbol」プロパティの「Value」欄
に予約語 symbol を入力して、レーダースクリーン各行の銘柄コードについてプロバイ
ダーが板情報を返すようにします。
「MaximumLevelCount」プロパティの「Value」欄に 3 を入力してプロパティエディター
上部の「入力」アイコンをクリックしてします。「MaximumLevelCount」プロパティの
「Value」値が iMaximumLevelCount1 に変わり、EasyLanguage コードに 3 を初期値とする
iMaximumLevelCount1 変数の Input が追加されます。
プロパティエディター上部の「イベント」アイコンをクリックします。「Updated」の
「Value」欄が空欄になっています。イベント名「Updated」をダブルクリックすると、
コードエディターにイベントハンドラメソッドが作成され、メソッド名が「Value」欄
に自動的に入力されます。
これで、EasyLanguage ドキュメントの中には、Input 宣言とイベントハンドラメソッド
が書き込まれました。ハンドラメソッドの中に PlotValues( )を追加します。
Input: int iMaximumLevelCount1(3);
method void MDP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.marketdata.MarketDepthUpdatedEventArgs args )
begin
plotvalues();
end;
begin の前に 3 つのローカル変数を含む PlotValues メソッドを作成しましょう。最初の
変数は、板の価格レベルをループするために使います。他の 2 つの変数は、売買それぞ
れの気配値数量の合計を格納するために使います。
Method void PlotValues()
var: int level, int AskDepthTot, int BidDepthTot;
begin
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売買それぞれの気配値数量の合計を求めます。最初に合計を格納する 2 つの変数にゼロ
を代入します。プロバイダーが、Input の iMaximumLevelCount1 で指定した板の本数を
持っているかどうか if 文で確認して、For ループを使い売買気配値それぞれについて
その板の本数分の気配値数量の合計を変数に格納します。
AskDepthTot = 0;
BidDepthTot = 0;
If MDP.bidlevels.count >= iMaximumLevelCount1 then
For level = 0 to iMaximumLevelCount1 - 1 begin
BidDepthTot += MDP.bidlevels[level].totalsize;
//+= operator
end;
If MDP.asklevels.count >= iMaximumLevelCount1 then
For level = 0 to iMaximumLevelCount1 - 1 begin
AskDepthTot += MDP.asklevels[level].totalsize;
end;
買気配値が売気配値より大きいとき買気配総数量を描画しているセル背景色を緑色に、
売気配値が買気配値以下のとき売気配総数量を描画しているセル背景色を赤色にします。
Plot1(BidDepthTot,"Bid Size");
Plot2(AskDepthTot,"Ask Size");
If (BidDepthTot>AskDepthTot) then begin
setplotbgcolor(1,darkgreen);
setplotbgcolor(2,black);
end
Else begin
setplotbgcolor(2,red);
setplotbgcolor(1,black);
end;
end;
インジケーターを検証してください。
レーダースクリーンにインジケーターを適用してください。
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QuotesProvider
QuotesProvider コンポーネントは、指定した銘柄コードのリアルタイムで更新している
値情報(スナップショット)を参照することができるオブジェクトです。ヒストリカル参
照はできません。
プロパティエディターの「Symbol」プロパティで参照したい銘柄コードを、「Fileds」
プロパティで参照したいフィールド名をカンマ区切りで入力します。両プロパティの設
定は必須です。要求されたフィールド(例: “AskSize,DailyLimit”)のみ参照することができ
ます。
QuotesProvider の[“Name”]プロパティとデータ値の型(doublevalue、stringvalue、datevalue
等)を使い、以下のようにフィールドの値を参照することができます。
plot1(QuotesProvider1.Quote[“Ask”].doublevalue,”Ask”);
大抵の場合、価格は DoubleValue として、出来高は IntegerValue、日時は DateValue、名
前と詳細は StringValue として参照されます。参照可能なフィールドのリストの名前、
説明、型は、QuotesFields クラスのヘルプページに掲載されています。また「表示」→
「辞書」で開くことができる辞書機能で QuotesFields と検索してフィールドのリストの
名前、説明、型を調べることもできます。
参照しているフィールドの値に更新があれば QuotesProvider の Updated イベントが通知
します。分析テクニックやチャートを適用しているチャートやレーダースクリーンの銘
柄コードに制限されずに、フィールド情報の更新を知ることができます。
他のプロバイダー同様に、コレクションの要素を参照しようとする前に、Count プロパ
ティで QuotesProvider が取得した値の数を確認してください。
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例題 #13
目的: (値情報インジケーター)
 QuotesProvider オブジェクトを使い値情報(スナップショット)を参照する
 フィールドのトークンリストを構築して参照する
 ‘value’プロパティを使い、フィールド値を適切な型で参照して描画する
インジケーター: ‘$13_Quotes’
QuotesProvider コンポーネントを使い、フィールドデータを参照します。

ワークスペース: $13_Quotes
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 5 分足
インジケーター: $13_ Quotes
コンポーネントとプロパティエディター
QP:
Name
QP
Symbol
symbol
Fields
“last,tradevolume,tradetime”
Updated
QP_Updated
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コンポーネント名を変更
「filters」
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インジケーターの練習問題 #13: ‘$13_ Quotes’
#13_ Quotes という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。QuotesProvider コンポーネントを選択して、コードエディター上に
コンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウィンドウ下
部のコンポーネントトレイに初期設定名の QuotesProvider1 が表示されます。コードエ
ディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネルを開き、
QuotesProvider1 がプロパティエディター上部で選択されていることを確認してください。
コンポーネントのプロパティ名を QP に変更してください。
プロパティエディターの「filters」カテゴリー下の「Symbol」プロパティの「Value」欄
に予約語 symbol を入力して、レーダースクリーン各行の銘柄コードについてプロバイ
ダーが値情報を返すようにします。「Fields」プロパティの「Value」欄に文字列で
“last,tradevolume,tradetime”を入力して参照するフィールドを指定します。
参照可能なフィールドの名前と型は、辞書と EasyLanguage オブジェクトリファレンス
のヘルプの QuotesFields クラスのページに掲載されています。これで、コードの中でオ
ブジェクトとして QP コンポーネントを使い、チャートやレーダースクリーンの銘柄コ
ードの値情報を参照することができるようになるでしょう。
プロパティエディター上部の「イベント」
アイコンをクリックします。「Updated」
の「Value」欄が空欄になっています。イベント名「Updated」をダブルクリックすると、
コードエディターにイベントハンドラメソッドが作成され、メソッド名が「Value」欄
に自動的に入力されます。
メソッド名 OP_Updated がドキュメントに追加されます。イベントハンドラの丸括弧の
中の引数は自動的に作成されます。ユーザーが変更したり削除したりしてはいけません。
メソッド名 PlotValues()をイベントハンドラの begin と end の間に書き込んでく
ださい。
method void QP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.marketdata.QuoteUpdatedEventArgs args )
begin
PlotValues();
end;
値情報のコレクションから指定したフィールドの値を描画するメソッドの中に、以下の
文を追加してください。3 つの描画文のそれぞれにおいて、QP[“フィールド名”]に続け
て、適切なプロパティの型(例: doublevalue、integarvalue 等)を書き、指定したフィールド
の値を参照します。辞書と EasyLanguage オブジェクトリファレンスのヘルプの
QuotesFields クラスのページで、フィールドの名前と型を確認してください。例えば、
辞書で QuoteFields クラスの Last フィールドを検索すると、説明ページの下部に記載さ
れている例で.doublevalue を使っているのが分かります。
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Method void PlotValues()
begin
plot1(QP.Quote["Last"].doublevalue,"Last");
plot2(QP.Quote["TradeVolume"].integervalue,"Last
Vol");
plot3(QP.Quote["TradeTime"].datevalue.tostring(),"Time
");
end;
PlotValues();
インジケーターを検証してください。
レーダースクリーンにインジケーターを適用してください。
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FundamentalQuotesProvider
FundamentalQuotesProvider コンポーネントは、指定した銘柄コードのファンダメンタル
情報を参照することができるオブジェクトです。通常、ファンダメンタル情報はリアル
タイムで更新されませんが、レポート期間を遡って参照することができるファンダメン
タルフィールドもあります。
プロパティエディターの「Symbol」プロパティで参照したい銘柄コードを、「Fileds」
プロパティで参照したいフィールド名をカンマ区切りで入力します。両プロパティの設
定は必須です。要求されたフィールド(例: “CE_SALES,CE_OP,CE_RP”)のみ参照するこ
とができます。
FundamentalQuotesProvider の[“Name”]プロパティ、データ値の型(doublevalue、stringvalue、
datevalue 等)、そして過去のレポート期間参照([0]が直近)を使い、以下のようにフィール
ドの値を参照することができます。
plot1(FundamentalQuotesProvider1.Quote[“CE_SALES”].doublevalue[0],”Sales”);
注釈: 角括弧とインデックス番号による過去のレポート期間参照は、ヒストリカル値が
存在しないファンダメンタルフィールドにおいても必須です。
大抵の場合、価格は DoubleValue として、出来高は IntegerValue、日時は DateValue、名
前と詳細は StringValue として参照されます。参照可能なフィールドのリストの名前、
説明、型は、FundamentalFields クラスのヘルプページに掲載されています。また「表示」
→「辞書」で開くことができる辞書機能で FundamentalFields と検索してフィールドのリ
ストの名前、説明、型を調べることもできます。
参照しているフィールドの値に更新があれば FundamentalQuotesProvider の Updated イベ
ントが通知します。分析テクニックやチャートを適用しているチャートやレーダースク
リーンの銘柄コードに制限されずに、フィールド情報の更新を知ることができます。
他のプロバイダー同様に、コレクションの要素を参照しようとする前に、Count プロパ
ティで FundamentalQuotesProvider が取得した値の数を確認してください
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例題 #14
目的: (ファンダメンタル情報インジケーター)
 指定した銘柄コードのファンダメンタル情報を表示するオブジェクトを作成
する
 プロパティエディターで参照するフィールドを指定する
インジケーター: ‘$14_FundQuotes’
FundamentalQuotesProvider コンポーネントを使い、複数のファンダメンタルフィ
ールドデータを参照します。

ワークスペース: $14_FundQuotes
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 日足
インジケーター: $14_ FundQuotes
コンポーネントとプロパティエディター
QP:
Name
FQP
Symbol symbol
Fields
“CE_SALES,CE_OP,CE_RP”
Updated FQP_Updated
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コンポーネント名を変更
「filters」
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インジケーターの練習問題 #14: ‘$14_ FundQuotes’
#14_ FundQuotes という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。FundamentalQuotesProvider コンポーネントを選択して、コードエデ
ィター上にコンポーネント名をドラッグ&ドロップしてください。コードエディターウ
ィンドウ下部のコンポーネントトレイに初期設定名の FundamentalQuotesP1 が表示され
ます。
コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネルを開き、
FundamentalQuotesP1 がプロパティエディター上部で選択されていることを確認してく
ださい。
コンポーネントのプロパティ名を FQP に変更してください。
プロパティエディターの「filters」カテゴリー下の「Symbol」プロパティの「Value」欄
に予約語 symbol を入力して、レーダースクリーン各行の銘柄コードについてプロバイ
ダーが値情報を返すようにします。「Fields」プロパティの「Value」欄に文字列で
“CE_SALES,CE_OP,CE_RP”を入力して、それぞれ予想売上高、予想営業利益、予想経常
利益を参照するフィールドを指定します。参照可能なフィールドの名前と型は、辞書と
EasyLanguage オブジェクトリファレンスのヘルプの FundamentalQuotesFields クラスのペ
ージに掲載されています。
これで、コードの中でオブジェクトとして FQP コンポーネントを使い、チャートやレ
ーダースクリーンの銘柄コードの値情報を参照することができるようになるでしょう。
プロパティエディター上部の「イベント」
アイコンをクリックします。「Updated」
の「Value」欄が空欄になっています。イベント名「Updated」をダブルクリックすると、
コードエディターにイベントハンドラメソッドが作成され、メソッド名が「Value」欄
に自動的に入力されます。
メソッド名 FOP_Updated がドキュメントに追加されます。イベントハンドラの丸括弧の
中の引数は自動的に作成されます。ユーザーが変更したり削除したりしてはいけません。
メソッド名 PlotValues()をイベントハンドラの begin と end の間に書き込んでく
ださい。
method void FQP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.marketdata.FundamentalQuoteUpdatedEventArgs args )
begin
PlotValues();
end;
コンポーネントの値情報のコレクションから指定したフィールドの値を描画するメソッ
ドの中に、以下の文を追加してください。上記の「Fields」プロパティで設定した並び
順に合致するインデックス番号を使い値情報のコレクションの要素を参照します。‘0’が
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最初の要素です。3 つの描画文のそれぞれにおいて、Quote[n]に続けて、適切なプロパ
ティの型を書き、指定したフィールドの値を参照します。過去のレポート期間のヒスト
リカル値を保有しているファンダメンタルフィールドにおいては、型とインデックス番
号を含む角括弧を使い、例えば DoubleValue[1]のようにすることで‘1’期間前の値を参照
することができます。フィールドの名前と型については、辞書と EasyLanguage オブジ
ェクトリファレンスのヘルプの FundamentalQuotesFields クラスのページを確認してくだ
さい。例えば、“CE_SALES”は DoubleValue[0]プロパティにより次回決算期の予想売上
高を参照することができます。型や期間を指定しないとランタイムエラーを引き起こす
可能性があります。
Method void PlotValues()
begin
If FQP.Count > 0 then begin
if FQP.HasQuoteData(0) then
Plot1(FQP.Quote[0].DoubleValue[0],"CE_SALES");
if FQP.HasQuoteData(1) then
Plot2(FQP.Quote[1].DoubleValue[0],"CE_OP");
if FQP.HasQuoteData(2) then
Plot3(FQP.Quote[2].DoubleValue[0],"CE_RP");
end;
end;
インジケーターを検証してください。
レーダースクリーンにインジケーターを適用してください。
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Workbook(エクセル)
Workbook コンポーネントは、Microsoft® Excel®のスプレッドシートと分析テクニック
の間で接続を確立するオブジェクトです。
スプレッドシートは予め作成しておき、プロパティエディターの「Filename」プロパテ
ィにスプレッドシートのパスを入力する必要があります。また、スプレッドシートを他
の分析テクニックと共有することができるかどうか、スプレッドシートを閉じるときに
保存するかどうか、などを他のプロパティで設定することができます。
Workbook コンポーネントでスプレッドシートの特定のシートを指定したり、Cells プロ
パティで任意の列や行の値を参照したり書き込んだりすることができます。
例えば、以下は「Filename」プロパティで指定したパスにあるスプレッドシートの
‘Prices’シートの 4 行目の 2 列目のセルに 123.45 を書き込む例です。
Workbook1[“Prices”].Cells[2,4] = 123.45;
以下は、‘Prices’シートの 4 行目の 3 列目のセルの数値を参照して Value1 に格納する例
です。
Value1 = Workbook1[“Prices”].CellsAsDouble[3,4]
CellsAsDouble プロパティを使い、セル(または空欄のセル)の中にある数値をセルから読
み取るようにしています。もしセルに文字列が入っていれば、データの型が合致しない
のでエラーが出ます。
Workbook コンポーネントを使うためには Microsoft® Excel®がコンピューターにインス
トールされている必要があります。また「Filename」プロパティで指定したパスとファ
イル名で、予めファイルが作成されている必要があります。
スプレッドシートに値を書き込む:
wkbk[“シート名”].Cells[Col,Row] = 25.50;
wkbk[“AcctPL”].Cells[5,10] = 25.50;
スプレッドシートから値を読み取る:
Value1 = wkbk [“シート名”].CellsAsDouble[Col,Row];
Value1 = wkbk [“AcctPL”].CellsAsDouble[5,10];
スプレッドシートのデータを保存する:
「SaveOnClose」プロパティを真に設定すると、分析テクニックを外したときに
EasyLanguage により変更が加えられたスプレッドシートが保存されます。
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例題 #15
目的: (エクセルインジケーター)
 予め作成したスプレッドシートを参照する
 スプレッドシートに更新した値を書き込む
 スプレッドシートから計算値を読み取る
インジケーター: ‘$15_Excel’
Workbook コンポーネントを使い、レーダースクリーンまたはチャートとスプレ
ッドシートの間で情報をやり取りします。
注釈: このインジケーターを使うためには Microsoft® Excel®がコンピューターに
インストールされている必要があります。

ワークスペース: $15_Excel
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 30 分足
インジケーター: $15_ Excel
コンポーネントとプロパティエディター
WkBk:
Name
WkBk
FileName
"C: \elobjectsdemo.xlsx"

コンポーネント名を変更
「General」

AccP:
Name
Accounts

AccP
iAccount1
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コンポーネント名を変更
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Updated

AccP_Updated

Name
Symbols
Updated

PosP
symbol
PosP_Updated

PosP:

80

コンポーネント名を変更

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース

インジケーターの練習問題 #15: ‘$15_ Excel’
#15_ Excel という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
コードエディターの左端にあるツールボックスをクリックして、ツールボックスパネル
を開いてください。Workbook、AccountsProvider、PositionsProvider、3 つのコンポーネ
ントを選択して、コードエディター上に 3 つのコンポーネント名をドラッグ&ドロップ
してください。コードエディターウィンドウ下部のコンポーネントトレイに初期設定名
の Workbook1、AccountsProvider1、PositionsProvider1 が表示されます。
コードエディターの右端にあるプロパティタブをクリックしてプロパティパネルを開き、
Workbook1 がプロパティエディター上部で選択されていることを確認してください。コ
ンポーネントのプロパティ名を WkBk に変更してください。プロパティエディターの
「General」カテゴリー下の「FileName」プロパティの「Value」欄に予め作成したスプ
レッドシートが置かれているパス"C:\TradeStation\elobjectsdemo.xlsx"を入力して、レーダ
ースクリーン各行またはチャートの銘柄コードについて、WkBk コンポーネントがコー
ドの中でオブジェクトとして値を参照します。
プロパティエディター上部で AccountsProvider1 を選択して、コンポーネントのプロパテ
ィ名を AccP に変更してください。プロパティエディター上部の「イベント」アイコン
をクリックします。「Updated」の「Value」欄が空欄になっています。イベント名
「Updated」をダブルクリックすると、コードエディターにイベントハンドラメソッド
が作成され、メソッド名が「Value」欄に自動的に入力されます。このメソッドは口座
情報に更新がある度に呼び出されます。
プロパティエディター上部で PositionsProvider1 を選択して、コンポーネントのプロパテ
ィ名を PosP に変更してください。プロパティエディター上部の「イベント」アイコン
をクリックします。「Updated」の「Value」欄が空欄になっています。イベント名
「Updated」をダブルクリックすると、コードエディターにイベントハンドラメソッド
が作成され、メソッド名が「Value」欄に自動的に入力されます。このメソッドはポジ
ション情報に更新がある度に呼び出されます。
ドキュメントの上部で 2 つの変数を作成します。最初の変数はスプレッドシートのシー
ト名を指定しています。2 番目の変数は、スプレッドシートで計算された損益値を読み
取り格納します。
Var: WBTab("Demo"), TotalPL(0);
AccP ハンドラメソッドの中に、プロバイダーコレクションの最初の口座の複数のプロ
パティを参照して、スプレッドシートの 6 行目の左から 4 つの列に書き込みます。まず
AccP コンポーネントが口座データを持っているかどうか確認します。WkBk はスプレッ
ドシートのタブ(WBTab 変数で定義されている)とその中の行と列を参照しています。
method void AccP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.trading.AccountUpdatedEventArgs args )
begin
if (AccP.Count > 0) then
begin
EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース
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WkBk[WBTab].Cells[1, 6]
WkBk[WBTab].Cells[2, 6]
ExtendedProperties[10];
WkBk[WBTab].Cells[3, 6]
WkBk[WBTab].Cells[4, 6]

= AccP[0].AccountID;
= AccP[0].
= AccP[0].RTRealizedPL;
= AccP[0].RTUnrealizedPL;

end;
end;
PosP ハンドラメソッドの中に、プロパイダーコレクションの全てのポジションの複数の
プロパティを参照して、スプレッドシートの 11 行目からポジション数分の行数後まで、
左から 4 つの列に書き込みます。この例題では、保有しているポジションが 9 以下と仮
定しています。
method void PosP_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.trading.PositionUpdatedEventArgs args )
var: int it;
begin
for it = 0 to PosP.Count - 1
begin
WkBk[WBTab].Cells[1, 11 +
WkBk[WBTab].Cells[2, 11 +
PosP[it].Quantity;
WkBk[WBTab].Cells[3, 11 +
PosP[it].AveragePrice;
WkBk[WBTab].Cells[4, 11 +
end;

it] = PosP[it].Symbol;
it] =
it] =
it] = PosP[it].OpenPL;

ポジション更新時に、以前のポジション情報が入っていたセルを空欄にします。
WkBk[WBTab].Cells[1,
WkBk[WBTab].Cells[2,
WkBk[WBTab].Cells[3,
WkBk[WBTab].Cells[4,

11
11
11
11

+
+
+
+

it
it
it
it

]
]
]
]

=
=
=
=

"";
"";
"";
"";

21 行 4 列目のセルで、4 列目の 11 行目から 20 行目までの合計を計算します。この値は
TotalPL 変数に格納され、リアルタイムで描画されます。
TotalPL = WkBk[WBTab].CellsAsDouble[4, 21];
If LastBarOnChart then
plot1(TotalPL, "TotalP&L");
end;
含み益または含み損の基準線としてゼロの線を描画します。
Plot2(0);
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マーケットが引けてリアルタイム更新が止まっているときにも描画するように、Plot1
を追記します。
If LastBarOnChart then begin
TotalPL = WkBk[WBTab].CellsAsDouble[4, 21];
plot1(TotalPL, "TotalP&L");
end;
インジケーターを検証してください。
チャートにインジケーターを適用してください。
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非コンポーネントオブジェクトの作成
ツールボックスコンポーネントを使い作成することができるオブジェクト以外にも、オ
ブジェクト変数を宣言して新規に作成するオブジェクトのインスタンスを変数に格納す
ることで、コードにオブジェクトを追加することができます。オブジェクト変数の型
(クラス)と新規に作成するオブジェクトインスタンスの型は合致している必要がありま
す。新規オブジェクトの作成とオブジェクトの変数への代入のプロセスはインスタンス
化と呼ばれています。
通常、分析テクニックの初期化イベントによってトリガされる
AnalysisTechnique_Initialized メソッド(プロパティエディターで設定される)により
EasyLanguage コードが最初に実行されるとき、新規にオブジェクトインスタンスを作成
します。
非コンポーネントオブジェクトの例: コレクション、Windows フォーム、XML データベ
ース
New
予約語 new は、あるクラス(型)のオブジェクトのインスタンス(またはコピー)を作成し
て、そのクラスのコンストラクタを呼び出すための代入文の中で使われます。等号(=)と
クラス型の間に new 演算子を書きます。新規に作成されたオブジェクトは同じクラス型
の宣言済みオブジェクト変数に代入されます。
例えば、以下は vectorname という名前で vector オブジェクトの変数を宣言して、その変
数に vector 型オブジェクトの新規インスタンスを代入しています。
var: elsystem.collections.Vector vectorname(null);
vectorname = New elsystem.collections.Vector;
クラスが属する名前空間を含む完全修飾名で vector クラス型変数を宣言して新規オブジ
ェクトインスタンスを作成しています。

Create( )
Create( )クラスも、あるクラス(型)のオブジェクトのインスタンスを作成して、そのク
ラスのコンストラクタを呼び出すために使われます。予約語 new は Create( )クラスで代
用でき、新規オブジェクトが初期化パラメータを必要としているとき、Create( )メソッ
ドを使い引数を渡すことができます。
例えば、以下は gdname という名前で globaldictionary オブジェクトの変数を宣言して、
その変数に globaldictionary 型のオブジェクトの新規インスタンスを代入しています。
注釈: Create( )メソッドで、分析テクニック間で共有化を有効にする引数と、任意の定義
名の引数の 2 つの引数を渡すことができます。
var: elsystem.collections.GlobalDictionary gdname(null);
gdname = elsystem.collections.GlobalDictionary.Create(true,”IDstring”);
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Vector コレクション
vector は、名前が付けられたコレクションの中でインデックス番号が付けられた要素を
格納しています。vector は値を代入する方法を複数持っていたり、オブジェクトを格納
したりするなど、EasyLanguage の array に無い特性を備えています。
ここまではツールボックスからドキュメントにコンポーネントをドラッグ&ドロップし
てオブジェクトを作成してきました。vector は他の非コンポーネントオブジェクトと同
様に、変数を適切な型で宣言して同型オブジェクトの新規インスタンスを変数に代入す
る必要があります。
例えば、以下は elsystem.collection.Vector 型として作成された変数名 myValues を初期値
null で宣言しています。オブジェクト変数は常に初期値 null で宣言されます。
var: elsystem.collctions.Vector myValues(null);
vector オブジェクトの新規インスタンス(コピー)をその変数に代入します。コードのど
こでも行うできますが、通常は以下のようにコードが最初に実行されるときに行います。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object sender,
elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
myValues = New elsystem.collections.Vector;
end;
作成後は、要素の追加や削除に応じて vector の長さが変化します。vector をビルトイン
関数の中で使いコレクションの中の数値の平均や合計を求めることができます。vector
コレクションの最初の要素のインデックス番号はゼロです。
vector に要素を加える:
push_Back – vector コレクションの最後に要素を加えます。
vectorname.Push_Back(25.50);
Insert - vector コレクションの指定したインデックス番号に要素を加え、他の要素
をインデックス 1 つ分後ろに移動します。
Vectorname.Insert(Index, 25.50);
vector から要素を削除する
Pop_Back - vector コレクションの最後から要素を削除します。
vectorname. Pop_Back( );
Erase - vector コレクションの指定したインデックス番号から要素を削除して、他
の要素をインデックス 1 つ分前に移動します。
vectorname. Erase(Index);
vectorname. Erase(iStart, iEnd);
Clear – vector から全要素を削除します。
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vectorname. Clear( )
vector の指定したインデックス番号の要素を参照する
Value1 = vectorname[index];
ビルトイン関数の中で vector を使う
Value1 = Highest(vectorname, vectorname.count);
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例題 #16
目的: (Vector インジケーター)
 新規に vector オブジェクトインスタンスを作成する
 vector に値を加える
 vector の値を参照する
 ビルトイン関数の中で vector を使う
インジケーター: ‘$16_Vecotr’
Vector コレクションを使い、コンポーネントを使い、ある定義したパターン条件
を満たしたときの安値を Plot1 で描画すると共にコレクションに格納して、その
5 期間の平均を Plot2 で描画します。

ワークスペース: $16_Vector
チャート作成
タイムフレーム: 60 分足
インジケーター: $16_ Vector
コンポーネントとプロパティエディター
コンポーネントは無し:
Analysis Technique:
Initialized

AnalysisTechnique_Initialized

インジケータープロパティ
スケーリング
チャートのスタイル

元データに軸を合わせる
Plot1 の「タイプ」を「ポイント」で設定
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インジケーターの練習問題 #16: ‘$16_ Vector’
#16_ Vector という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
ここまではコンポーネントを使いオブジェクトを作成してきましたが、この例題では
EasyLanguage の array のように配列の特性を持つ vector を呼び出す非コンポーネントオ
ブジェクトを使います。vector はその長さの管理とコレクションの中の要素の出し入れ
に関する性能が array よりも優れています。
最初に、vector が格納する要素の最大数を Input で定義します。
input: VectorMax(5);
vector オブジェクトを格納するオブジェクト変数を作成します。オブジェクトのクラス
型、このケースではそのオブジェクト型は完全修飾名 elsystem.collections.Vector を使い
指定、を使いオブジェクト変数を宣言します。オブジェクト変数名は AvgLow です。全
てのオブジェクト変数は初期値 null で宣言する必要があります。2 つ目の変数はある定
義したパターン条件の真偽を格納します。
var: elsystem.collections.Vector AvgLow(null), KR(false);
プロパティエディター上部の「イベント」アイコンをクリック、「Initialized」プロパテ
ィをダブルクリックして、インジケーター適用時、最初に一度だけ実行されるイベント
ハンドラメソッドを作成します。
AnalysisTechnique_initialized メソッドの中で、vector オブジェクトの新規インスタンスを
作成して(完全修飾名を使い)、そのオブジェクト変数を AvgLow に代入します。オブジ
ェクトを作成しているコンポーネントを含むこれまでの例題に戻り、「デザイナージェ
ネレーションコード」を開くと、それらのコンポーネントオブジェクトも同じような代
入文を使っていたことが分かります。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
AvgLow = New elsystem.collections.Vector ;
end;
以下の文は、現在の足の安値が直近 3 足の最安値より安く現在の足の終値が 1 つ前の足
の終値より安いときに変数 KR を真に、もしそうでなければ偽に設定しています。
KR = ( Low < Lowest( Low, 3 )[1] and Close > Close[1] );
KR 変数が真のとき、Insert( )メソッドを使い vector 変数 AvgLow のゼロ番目の要素に現
在の足の安値を格納します。vector のゼロ番目の要素に最新の値を加えることで、そこ
に格納されていた要素は 1 つ後に移動します。格納している要素数が、Input の
VectorMax で設定した数を超えた場合、Pop_Back( )メソッドを使い末尾のアイテムを削
除します。これによりコレクションの中のアイテム数は常に VectorMax 以下の数で一定
に保たれます。vector の更新後、現在の足の安値を Plot1 で描画します。ドキュメント上

88

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース

で右クリックして「プロパティ」を選択、「インジケータープロパティ」の「チャート
スタイル」タブで”KR BAR”の「タイプ」を「ポイント」に変更して、「線の太さ」を
太くしてください。
if

KR then begin
AvgLow.insert(0,Low);
If AvgLow.Count > vectormax then
AvgLow.pop_back();
Plot1(Low, "KR BAR");

// KR ShowME

end;
最後に、vector に値が入っていることを確認して、損切りの目安のラインとして使う
vector の全要素の平均を Plot2 で描画します。
If AvgLow.Count = VectorMax then
plot2(Average(AvgLow,VectorMax),"KR Avg Low");
インジケーターを検証してください。
チャートにインジケーターを適用してください。
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GlobalDictionary コレクション
GlobalDictionary を使い、値(またはオブジェクト)を保存して異なるウィンドウや分析テ
クニックの間で共有することができます。キーと値をペアで使います。キーの名前で、
数値、文字列、真偽、またはオブジェクトの値を Dictionary に保存したり取り出したり
することができます。
ここまではツールボックスからドキュメントにコンポーネントをドラッグ&ドロップし
てオブジェクトを作成してきました。非コンポーネントオブジェクトを作成するために
は、変数を適切な型で宣言して同型オブジェクトの新規インスタンスを変数に代入する
必要があります。
例えば、以下は elsystem.collection.GlobalDictionary 型として作成された変数名 myGD を
初期値 null で宣言しています。
var: elsystem.collections.GlobalDictionary myGD(null);
GlobalDictionary オブジェクトの新規インスタンスを作成して変数 myGD に代入します。
myGD = elsystem.collections.GlobalDictionary.Create( );
引数無しの Create( ) メソッドで作成した初期設定の GlobalDictionary(名前付けしていな
い)は、同一ウィンドウ(チャート、レーダースクリーン等)の中の分析テクニック間で値
を共有することができます。それぞれの分析テクニックの中で、引数無しの Create( )メ
ソッドを使い GlobalDictionary のインスタンスをオブジェクト変数に代入した初期設定
の GlobalDictionary を使い格納や取り出しを行う必要があります。
異なるウィンドウ間(チャートとレーダースクリーン間など)で値を共有するために、共
有を有効化する引数、初期設定の GlobalDictionary などと競合を防ぐために指定する名
前の引数、2 つの引数を渡して Create( 有効化, 名前 )を使うことができます。れぞれの分
析テクニックの中で、共有化を有効にして、同一の名前で Create( 有効化, 名前 )を使い
GlobalDictionary のオブジェクトインスタンスを作成する必要があります。以下の文は、
共有名を使い、異なるウィンドウ間で機能する GlobalDictionary のインスタンスを作成
しています。
myGD = elsystem.collections.GlobalDictionary.Create(TREU,”GD_sharename”);
キーが存在しない場合、GlobalDictionary にキーと値を追加します。
If myGD.Contains(“keyname”)=false then
myGD.Add(“keyname”, initialvalue);
Dictionary にキーを追加後、Items[“keyname”]プロパティを使い値を上書きすることがで
きます。Items[]を使い値を読み取るときには適切なデータ型を使い変数に代入する必要
があります。
キーが存在する場合、そのキーの値を上書きします。
If myGD.Contains(“keyname”) then
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myGD.Items[“keyname”] = newvalue;
キーが存在する場合、そのキーの値を取り出します。
If myGD.Contains(“keyname”) then
value1 = myGD.Items[“keyname”] astype type;
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例題 #17
目的: (GD 書き込みインジケーター)
 異なるウィンドウ間で値を共有する GlobalDictionary オブジェクトを作成す
る
 GlobalDictionary に共有名を付ける
 GlobalDictionary に値を書き込む
インジケーター: ‘$17_GDWrite’
GlobalDictionary オブジェクトを使い、GlobalDictionary を使っている他の分析テ
クニックから参照した GlobalDictionary に情報を書き込む。

ワークスペース: $17_GDWrite
チャート作成
タイムフレーム: 日足
インジケーター: $17_ GDWrite
コンポーネントとプロパティエディター
コンポーネントは無し:
Analysis Technique:
Initialized
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インジケーターの練習問題 #17: ‘$17_ GDWrite’
#17_ GDWrite という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
この例題では、GlobalDictionary コレクションと呼ばれる非コンポーネントオブジェクト
を使い、GlobalDictionary から値を読み取る他の分析テクニックと同じ GlobalDictionary
に値を書き込みます。
ベンチマーク銘柄コードの変化率の計算に使う期間を Input で宣言します。
Input: int LookBack( 20);
GlobalDictionary のインスタンスを参照するために使うオブジェクト変数とベンチマーク
の変化率を格納する変数を宣言します。
Var: elsytem.collctions.GlobalDictionary GD(null), double
BenchPerf(0);
プロパティエディター上部の「イベント」アイコンをクリック、「Initialized」プロパテ
ィをダブルクリックして、インジケーター適用時、最初に一度だけ実行されるイベント
ハンドラメソッドを作成します。
AnalysisTechnique_initialized メソッドの中で、GlobalDictionary の Create メソッドに 2 つ
の引数を渡して、オブジェクト変数 GD に新規“myAll”インスタンスを代入します。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
GD =
elsystem.collections.GlobalDictionary.Create(true,"myAll");
以下の文では、GlobalDictionary に“TopSymbol”というキーが存在していない場合、
“TopValue”と“TopSymbol”という 2 つのキーを追加しています。再度確認ですが、この
文は AnalysisTechnique_initialized メソッドの中にあるので、分析テクニックのロード時
に一度だけ実行されます。
If GD.Contains("TopSymbol")=false then begin
GD.Add("TopSymbol","");
GD.Add("TopValue",BenchPerf);
end;
end;
チャートの最新の足の時、ベンチマーク銘柄の終値変化率を計算する、その計算値を
GlobalDictionary の“TopValue”キーに書き込む、ベンチマーク銘柄コードを
GlobalDictionary の“TopSymbol”キーに書き込む、GlobalDictionary の“TopValue”キーの値
を読み取り plot1 で描画する、以下の文を実行します。Plot2 でゼロの線を描画します。
このコードはインジケーターのメイン部分にあるので、ティック毎に計算して
GlobalDictionary に値を書き込みます。
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If LastBarOnChart then begin
BenchPerf = PercentChange(Close, LookBack) * 100;
GD.Items["TopValue"]=BenchPerf;
GD.Items["TopSymbol"]=symbol;
plot1(GD.Items["TopValue"] astype double,"Bench
Perf");
end;
Plot2(0);
インジケーターを検証してください。
30 分足のチャートにインジケーターを適用してください。
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例題 #18
目的: (GD 読み取りインジケーター)
 別の分析テクニックから GlobalDictionary オブジェクトを参照する
 値の更新毎に指定したキーから値を読み取る
インジケーター: ‘$18_GDRead’
別の分析テクニックの GlobalDictionary の情報が更新される度に、
GlobalDictionary オブジェクトを使いその情報を読み取る。

ワークスペース: $18_GDRead
レーダースクリーン作成
タイムフレーム: 各行の銘柄コードを日足
インジケーター: $18_ GDRead
コンポーネントとプロパティエディター
コンポーネントは無し:
Analysis Technique:
Initialized

AnalysisTechnique_Initialized
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インジケーターの練習問題 #18: ‘$18_ GDRead’
#18_ GDRead という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
この例題では、前回の例題で作成した同じ GlobalDictionary オブジェクトを参照のため
に作成します。別の分析テクニックにより値が更新される度にベンチマーク銘柄の変化
率を読み取ります。
時間を節約するために、前回の例題から Input と Variable 変数の宣言部分をコピーして、
メンチマーク銘柄の変化率を格納する変数、各行の銘柄コードの変化率を格納する変数、
ベンチマーク銘柄コードを格納する変数の 3 つを追加します。
Input: int LookBack( 20);
Var: elsystem.collections.GlobalDictionary GD(null),
double BenchPerf(0), SymRowPerf(0), RelPerf(0), string BenchSymbol("");
前回の例題同様に、プロパティエディター上部の「イベント」アイコンをクリック、
「Initialized」プロパティをダブルクリックして、インジケーター適用時、最初に一度だ
け実行されるイベントハンドラメソッドを作成します。
AnalysisTechnique_initialized メソッドの中で、GlobalDictionary の Create メソッドに 2 つ
の引数を渡して、共有したい GlobalDictionary “myAll”を参照するメソッド代入文を作成
します。そしてその GlobalDictionary にアイテムが追加されたり更新されたりする度に
呼び出されるハンドラメソッドを GlobalDictionary のイベントに登録します。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
GD =
elsystem.collections.GlobalDictionary.Create(true,"myA
ll");
GD.ItemChanged += Global_ItemChanged;
GD.ItemAdded += Global_ItemChanged;
end;
非コンポーネントオブジェクトのハンドラメソッドを自動的に追加する機能は無いので、
以下のメソッドは手動で入力する必要があります。GlobalDictionary のアイテムが更新さ
れる度に PlotValue メソッドを呼び出します。
method void Global_ItemChanged( elsystem.Object sender,
elsystem.collections.itemprocessedEventArgs args )
begin
PlotValues();
end;
PlotValue( ) メソッドの中で、GlobalDictionary に指定したキーが存在すれば(GD_Write イ
ンジケーターが実行されていない場合存在しない)、ベンチマーク銘柄の変化率と銘柄
コードを読み取る文を追加します。
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Method void PlotValues()
begin
If GD.Contains("TopValue")=true then begin
BenchPerf = GD.Items["TopValue"] astype double;
BenchSymbol = GD.Items["TopSymbol"] astype
string;
end;
次の文は、レーダースクリーンの各行の銘柄コードの指定した期間における終値の変化
率を計算します。次の行でベンチマーク銘柄の変化率と各行の銘柄コードの変化率の差
分を計算します。
SymRowPerf = PercentChange(Close, LookBack) * 100;
RelPerf = SymRowPerf - BenchPerf;
ベンチマークの銘柄コード、2 つの変化率、その差分の 4 つを描画します。
Plot1(BenchSymbol, "Bench Sym");
Plot2(BenchPerf, "Bench Perf");
Plot3(SymRowPerf, "SymRow Perf");
Plot4(RelPerf, "Rel Perf");
end;
このままだと描画の更新はベンチマーク銘柄の GlobalDictionary の更新に依存するので、
PlotValue( )メソッドをコードのメイン部分にも追加して、レーダースクリーンの各行の
銘柄コードのデータ更新した際にも描画が更新されるようにします。
PlotValues();
インジケーターを検証してください。
レーダースクリーンにインジケーターを適用してください。シンボルリストなどから銘
柄を追加して、タイムフレームをベンチマーク銘柄のタイムフレームと同じ 30 分足に
設定してください。ウィンドウ右上にある「シンボルウィンドウリンク」をチャートと
レーダースクリーンの両方で同じ色に設定すると、レーダースクリーンで選択している
行の銘柄コードに応じてチャートの銘柄コードも変わります。

EasyLanguage オブジェクトホームスタディコース

97

Using ディレクティブ – (予約語)
予約語 Using を使い名前空間を指定することで、完全修飾名で記述する必要がなくなり
ます。
例えば、フォームを作成するとき、それぞれの変数とそれぞれのコントロールでオブジ
ェクト型を宣言する必要があります。
var: elsystem.windows.forms.Form form1(Null),
elsystem.windows.forms.Button button1(Null),
elsystem.windows.forms.TextBox textbox1(Null),
Using を使い想定されるオブジェクト型の名前空間ポーションを指定すれば、以下のよ
うに宣言の中でオブジェクト型を指定するだけです。
using elsystem.windows.forms;
vars: Form form1(Null),
Button button1(Null),
TextBox textbox1(Null);
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フォームコントロール
EasyLanguage の Form クラスを使い、分析テクニックやストラテジーの一部としてウィ
ンドウを作成することができます。フォームオブジェクトはベーシックコントロール
(ボタン、テキストフォーム、グループ、パネル)を表示してグループ化するために使わ
れるコンテナーコントロール(ボタン、テキストエリア、上下スピナー、コンボボック
ス等)で構成されています。




フォームウィンドウは分析テクニックやストラテジーの中で作成され実行され
ます。
フォームコントロールはトレードステーション分析ウィンドウと相互作用しま
す。
EasyLanguage を使いコンテナとコントロールオブジェクトのプロパティを参照
することができます。

サイズ、ロケーション、ラベルなどのオブジェクトプロパティを設定することによって、
さまざまンフォームコントロールを初期化メソッドの中でセットアップすることができ
ます。
フォームコンテナ
 フォーム– フォームに関連するコントロールやコンテナを置くためのウィンド
ウ
 パネル – コントロール一式を視覚的に配置するためのフォームの中のエリア
 グループボックス – フォームコントロール一式を視覚的にグループ化するため
のエリア
フォームコントロール
 ボタン - ユーザークリックイベントを生成してハンドラメソッドを呼び出すた
めのプッシュボタン。
 チェックボックス – ユーザーがチェックを入れたり外したりすることができる
小さなボックス。ユーザークリックイベントが、チェックが入っているか外れ
ているか確認するために使われるメソッドを呼び出します。
 コンボボックス – ドロップダウンリストでアイテムのリストをユーザーに提示
して、ハンドラメソッドを呼び出す選択が行われたときイベントをトリガしま
す。
 ラベル – フォーム上にある編集不可のテキスト。コントロールを識別したり、
詳細を提供するために使われるラベル。
 リストビュー – マルチ列形式でテキストアイテムのコレクションを表示します。
ハンドラメソッドを呼び出すリストビューアイテムの選択が行われたときイベ
ントをトリガします。
 スピンボタン- - 定義済み間隔値に応じて上下矢印を使いユーザーが数値を増減
できます。値の変化毎にイベントメソッドが呼び出されます。
 ラジオボタン - 複数の選択肢から 1 つを選択します。ラジオボタンはボタンの
状態を確認するために使われるメソッドを呼び出すユーザークリックイベント
を生成します。
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テキストボックス – ユーザーが編集することができるテキストを表示します。
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例題 #19
目的: (フォームインジケーター)
 ポップアップウィンドウを表示するフォームコントロールオブジェクトの一
式を作成する
 コードが管理するコントロールをイベントに代入する
インジケーター: ‘$19_Simple_Form’
この例題は、ボタンのクリックに応じてフォームの中のテキストを変更します。

ワークスペース: $19_Simple_Form
チャート作成
タイムフレーム: 30 分足
インジケーター: $19_ Simple_Form
コンポーネントとプロパティエディター
コンポーネントは無し:
Analysis Technique:
Initialized

AnalysisTechnique_Initialized
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インジケーターの練習問題 #19: ‘$19_ Simple_Form’
#19_ Simple_Form という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
オブジェクト型参照に完全修飾名を入力する代わりに using ディレクティブを使います。
この例題で取り組むフォームオブジェクトなので、参照する予定の全てのオブジェクト
は、EasyLanguage オブジェクトヒエラルキーの elsystem.window.forms 名前空欄ポーショ
ンの中にあります。
using elsystem.windows.forms;
この例題で使う 3 つのフォームコントロールのそれぞれのオブジェクト変数を宣言しま
す。ボタンコントロールとテキストコントロールを格納するフォームコンテナです。
vars: Form form1( Null ),
Button button1( Null ),
TextBox textbox1( Null );
プロパティエディター上部の「イベント」アイコンをクリック、「Initialized」プロパテ
ィをダブルクリックして、インジケーター適用時、最初に一度だけ実行される
AnalysisTechnique_initialized メソッドを作成します。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
begin 文の下で、それぞれのコントロールのインスタンスを作成して、それぞれのオ
ブジェクト変数に代入します。殆どのフォームコントロールにおいて、ピクセル単位の
幅と高さの設定を含めた、そのコントロールによって表示される初期テキストを指定す
るために、create メソッドが使われます。例えば、form1 コントロール(コントロールが
表示されるウィンドウ)を、幅 300 ピクセル、高さ 120 ピクセル、ウィンドウのタイトル
バーに表示するテキストを“Simple Form”で作成します。
form1 = form.create("Simple Form", 300, 120);
button1 = button.create("Press the Button", 100, 25 );
textbox1 = textbox.create("Text before the button is
pressed", 200, 25 );
それぞれのコントロールのサイズと初期テキスト指定後、フォームコンテナの中でのコ
ントロールのロケーションを指定します。この例題では、ボタンの左上端を、フォーム
の左端から 30 ピクセル、フォームの上端から 10 ピクセルで指定します。同様に、テキ
ストボックスコントロールを、フォームの上端から 30 ピクセルと 40 ピクセルで指定し
ます。
button1.Location( 30,10 );
textbox1.Location( 30, 40 );
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多くのコントロールが、例えばコントロールの要素やコントロールをクリックするよう
な、コントロールに何らかの事象が生じたときに通知するイベントをサポートしていま
す。ここでは button1 クリックイベントに反応する、OnButtonClick という名前ん
もイベントハンドラメソッドを設定します。ボタンがクリックされる度に、関連するメ
ソッドの中のコードが実行されます。
button1.Click += OnButtonClick;
コントロールを作成してロケーションとイベントを設定後、それをフォームコンテナに
加えて、フォームの中の指定したロケーションにコントロールが表示されるようにして、
フォームウィンドウも表示します。
form1.AddControl(button1);
form1.AddControl(textbox1);
form1.show();
end;
フォームの中のボタンがクリックされたときに呼び出されるイベントメソッドを作成し
ます。メソッドの引数は全てのフォームコントロールイベントハンドラで同じなので、
以下はほかのフォームコントロールイベントハンドラの雛型としても使うことができま
す。
method void OnButtonClick(elsystem.Object sender,
elsystem.EventArgs args )
begin
以下は、ボタンがクリックされたときにボタンとテキストボックスに表示されるテキス
トを変える文です。現在のボタンテキストを確認して、ボタンクリックイベントに対し
て新しいボタンテキストを設定しています。
If button1.Text = "Press the Button" then begin
textbox1.Text = "Text after the button has been
Pressed";
button1.Text = "Button Pressed";
End else begin
textbox1.Text = "You Pressed it Again";
button1.Text = "Press the Button";
end;

インジケーターを検証して、チャートにインジケーターを適用してください。
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例題 #20
目的: (フォームインジケーター)
 ポップアップウィンドウを表示するフォームコントロールオブジェクトの一
式を作成する
 トレンドラインを設定するコントロールをイベントに代入する
インジケーター: ‘$20_TrendLine S&R’
このインジケーターは、カスタムポップアップウィンドウの中のフォームコント
ロールを使い、チャート上の 1 組のトレンドラインのロケーションとスタイルを
変更します。

ワークスペース: $20_TrendLine S&R
チャート作成
タイムフレーム: 30 分足
インジケーター: $20_ TrendLine S&R
コンポーネントとプロパティエディター
コンポーネントは無し:
設定するプロパティは無し:
Analysis Technique:
Initialized
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インジケーターの練習問題 #20: ‘$20_TrendLine S&R’
#20_ TrendLinieS&R という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
この例題は、単純なボタンとテキストボックスを使った前回の例題よりもかなり長くよ
り複雑ですが、主な違いは作成されるフォームオブジェクトの数と、フォームコントロ
ールイベントに反応する様々なイベントハンドラメソッドです。
コントロールの数に関わらず、基本手順は、フォームウィンドウ(コンテナ)の作成とそ
の中のコントロールの利用(ボタン、ラベル、コンボボックス等)に関連する以下の 7 つ
です。
1) それぞれのコントロールのオブジェクト変数を宣言する
2) それぞれのコントロールの新規インスタンスを作成する(初期テキストとそのサイズ
3 を含む)
3) フォームコンテナの中でコントロールのロケーションを設定する
4) コントロールの他のパラメータを設定する
5) コントロールにイベントメソッドを登録する
6) コンテナにコントロールを加える
7) フォームウィンドウを表示する
前回の例題同様に、オブジェクト変数の宣言やオブジェクトとインスタンスを作成する
とき、オブジェクト型の完全修飾名ポーションの入力を最小限にするために using ディ
レクティブを使います。
Using elsystem.windows.forms;
Using elsystem.drawing;
フォームコントロールオブジェクトとそのプロパティを参照するために使う一連のオブ
ジェクト変数を宣言します。フォーム作成のための基本手順の 1 番です。
vars: Form form1(Null),
Panel panel1( Null ),
Button button1( Null ),
NumericUpDown spinner1( Null ),
Label label1( Null ),
Label label2( Null ),
Label label3( Null ),
Label label4( Null ),
Label label5( Null ),
Label label6( Null ),
RadioButton radio1 ( Null ),
RadioButton radio2 ( Null ),
RadioButton radio3 ( Null ),
CheckBox checkbox1( Null ),
CheckBox checkbox2( Null ),
ComboBox combobox1( Null );
次に、チャートに追加する高値と安値のトレンドライン情報を格納する 2 つの数値変数
を宣言します。
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vars: TL_High(0.0),TL_Low(0.0);
インジケーター適用時、最初に一度だけ実行される AnalysisTechnique_initialized メソッ
ドを作成します。フォーム作成は一度実行するだけでよいので、この初期化文の中で行
うのが最適です。

オブジェクト型参照に完全修飾名を入力する代わりに using ディレクティブを使います。
この例題で取り組むフォームオブジェクトなので、参照する予定の全てのオブジェクト
は、EasyLanguage オブジェクトヒエラルキーの elsystem.window.forms 名前空欄ポーショ
ンの中にあります。プロパティエディター上部の「イベント」アイコンをクリック、
「Initialized」プロパティをダブルクリックしてください。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
最初の数行で、コントロールのオブジェクト変数に対してコントロールの初期テキスト、
高さ、幅を含むフォームコントロールオブジェクトのインスタンスを作成して代入しま
す。フォーム作成のための基本手順の 2 番です。
button1 = Button.create("Reset All", 60, 25 );
spinner1 = NumericUpDown.create(60,25);
label1 = Label.create(symbol,80,18);
label2 = Label.create("Increment +/-",80,18);
label3 = Label.create("Thickness:",60,18);
label4 = Label.create("R: 123.45",60,18);
label5 = Label.create("S: 123.45",60,18);
label6 = Label.create("Brightness",60,18);
radio1 = RadioButton.create("Thin",45,25);
radio2 = RadioButton.create("Medium",65,25);
radio3 = RadioButton.create("Heavy",65,25);
checkbox1 = CheckBox.create("Extend to Left",100,18);
checkbox2 = CheckBox.create("Extend to Right",100,18);
combobox1 = ComboBox.create("",100,22);
次に、コンテナのコントロールの左上端からの縦軸と横軸オフセットを指定することで、
コントロールの相対的ロケーションを設定します。フォーム作成のための基本手順の 3
番です。
panel1.Location(10,25);
button1.Location(220,95);
spinner1.Location(90,10);
label1.Location(20,5);
label2.Location(20,15);
label3.Location(20,39);
label4.Location(160,15);
label5.Location(230,15);
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label6.Location(20,100);
radio1.Location(90,35);
radio2.Location(145,35);
radio3.Location(215,35);
checkbox1.Location(20,65);
checkbox2.Location(130,65);
combobox1.Location(90,98);
次に文は、コントロールの初期表示値や外観といったプロパティを設定します。フォー
ム作成のための基本手順の 4 番です。コントロールで設定できるプロパティの詳細につ
いては EasyLanguage 辞書やヘルプを参照してください。
label4.ForeColor = Color.Red;
label5.ForeColor = Color.Blue;
panel1.BorderStyle = 1;
spinner1.DecimalPlaces = 2;
spinner1.TextAlign = 2;
spinner1.Increment = .05;
spinner1.Value = .05;
radio1.Checked = true;
checkbox1.Checked = false;
checkbox2.Checked = false;
combobox1.AddItem("Lighter");
combobox1.AddItem("Normal");
combobox1.AddItem("Darker");
combobox1.SelectedIndex = 1;
次に、コントロールの値が変化やクリックを通知する様々なコントロールイベントにイ
ベントハンドラを登録します。フォーム作成のための基本手順の 5 番です。それぞれの
イベントの使われ方について、この例題の後半でイベントハンドラメソッドをレビュー
するときに説明します。
button1.Click += OnButtonClick;
spinner1.ValueChanged += SpinnerClick;
radio1.Click += Resize_TrendLine;
radio2.Click += Resize_TrendLine;
radio3.Click += Resize_TrendLine;
CheckBox1.Click += Extend_TrendLine;
CheckBox2.Click += Extend_TrendLine;
ComboBox1.SelectedIndexChanged += ChangeColor;
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それぞれのコントロールのプロパティ(サイズ、ロケーション、初期値、イベント)を設
定後、フォームコンテナに追加します。コントロールの大部分を格納してグループ化す
るためのパネルと呼ばれる仮コンテナを使い、その後にそのパネルをフォームウィンド
ウコンテナに追加します。パネルのようなセカンダリーコンテナの中にコントロールを
グループ化する利点は、コントロールのグループ全体をウィンドウの中に移動できるこ
と、また個々のコントロールを再配置することなくパネル全体とそれに関連するコント
ロールを他のフォームにコピーできることです。コントロールがパネルに追加されると、
パネルコンテナ全体が配置されているフォームの上部に 1 つのラベルが追加されます。
フォーム作成のための基本手順の 6 番です。
panel1.AddControl(button1);
panel1.AddControl(spinner1);
panel1.AddControl(label2);
panel1.AddControl(label3);
panel1.AddControl(label4);
panel1.AddControl(label5);
panel1.AddControl(label6);
panel1.AddControl(radio1);
panel1.AddControl(radio2);
panel1.AddControl(radio3);
panel1.AddControl(checkbox1);
panel1.AddControl(checkbox2);
panel1.AddControl(combobox1);
form1.AddControl(label1);
form1.AddControl(panel1);
フォームウィンドウを表示する前に、ロケーションを画面の左から 100 ピクセル、上か
ら 200 ピクセルに設定して、チャート適用後に毎回同じ画面位置に表示されるようにし
ます。フォームプロパティ TopMost を真に設定して、フォームの外側領域をクリックし
ても他のウィンドウの背面に隠れることなく他のウィンドウの前面に表示されるように
します。フォーム作成と表示のための基本手順の 7 番です。
form1.Location(100,200);
form1.TopMost = true;
form1.show();
最後に、計算開始時に 1 組のトレンドラインを作成して、それらの ID を変数に格納し
ます。上側トレンドライン(抵抗線)の初期色を赤色に、下側のトレンドライン(指示線)
の初期色を青色に設定します。トレンドラインは足の更新毎に最新足から 10 足前の地
位で再描画されるので、ユーザーからは常に初期ロケーションから変わらないように見
えます。
TL_High = TL_New(Date[10], Time[10], High, Date, Time,
High);
TL_Low = TL_New(Date[10], Time[10], Low, Date, Time,
Low);
TL_SetColor(TL_High,RGB(255,0,0));
TL_SetColor(TL_Low,RGB(0,0,255));
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end;
次に、フォームコントロールイベントを管理するメソッドを作成していきます。
ラベル名“Reset All”の button1 がクリックに反応するメソッドをが、特別な種類の例外
‘メッセージ’を投げてチャートを再更新してフォームコントロールをリセットする文を
作成します。
Method void OnButtonClick ( elsystem.Object sender,
elsystem.EventArgs args )
begin
throw elsystem.RecalculateException.Create("");
end;
初期引数 sender と args を使う Resize_TrendLine フォームコントローライベント
ハンドラメソッドを作成します。ラジオボタン型のオブジェクト変数と整数値の 2 つの
変数を作成します。
メソッドは sender パラメータを使い、選択されたラジオボタンを取得して、選択され
たボタンの太さを定義しているボタンのテキストを読み取り、チャート上の上下トレン
ドラインのスタイルを変更する TL_SetSize 関数に新しい太さを設定します。ラジオボタ
ンコントロールはトレンドラインの太さを“Thin”、 “Medium”、 “Heavy”の 3 つから選択
するようになっています。
Method void Resize_TrendLine ( elsystem.Object sender,
elsystem.EventArgs args )
var: RadioButton rButton, int TLSize;
begin
rButton = sender astype RadioButton;
TLSize = 0;
Switch (rButton.Text)
Begin
Case "Thin":
TLSize = 0;
Case "Medium":
TLSize = 2;
Case "Heavy":
TLSize = 4;
End;
TL_SetSize(TL_High,TLSize) ;
TL_SetSize(TL_Low,TLSize) ;
end;
ComboBox1 ドロップダウンコントロールで色アイテムの選択を管理する ChangeColor
メソッドを作成します。以下の文は、コンボボックスで選択されたアイテムのインデッ
クス値を読み取り、適切な RGB(赤-青-緑)値で上下トレンドラインの色を設定します。
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Method void ChangeColor( elsystem.Object sender,
elsystem.EventArgs args )
begin
Switch (combobox1.SelectedIndex)
Begin
Case 0:
TL_SetColor(TL_High,RGB(255,127,127));
TL_SetColor(TL_Low,RGB(127,127,255));
Case 1:
TL_SetColor(TL_High,RGB(255,0,0));
TL_SetColor(TL_Low,RGB(0,0,255));
Case 2:
TL_SetColor(TL_High,RGB(127,0,0));
TL_SetColor(TL_Low,RGB(0,0,127));
End;
end;

2 つのチェックボックスコントロールの選択を管理して、チェックボックスのチェック
の有無の状態でトレンドラインの左右延長を設定する Extend_TrendLine メソッドを作
成します。
method void Extend_TrendLine( elsystem.Object sender,
elsystem.EventArgs args )
begin
TL_SetExtLeft(TL_High,checkbox1.checked);
TL_SetExtLeft(TL_Low,checkbox1.checked);
TL_SetExtRight(TL_High,checkbox2.checked);
TL_SetExtRight(TL_Low,checkbox2.checked);
end;
数値を上下するスピナーコントロールの値の変化を管理する SpinnerClick メソッド
を作成します。スピナーの上下矢印をクリックするか、コントロールの数値ボックスに
値を入力することで、数値を変更することができます。更新された値はトレンドライン
を再描画する他のメソッドに渡されます。
method void SpinnerClick( elsystem.Object sender,
elsystem.EventArgs args )
begin
Show_TrendLine(spinner1.value);
end;
フォーム上に、前の足の半値にパラメータの myNum 値を増減した抵抗線と指示線の値
を表示して、それらの価格で上下トレンドラインを再描画する Show_TrendLine メソ
ッドを作成します。半値より myNum 値オフセット分上の価格に上(抵抗線)トレンドラ
インを、半値より myNum 値オフセット分下の価格に下(抵抗線)トレンドラインが描画
されます。延長設定されていないとき、トレンドラインは最新の足から 10 足前までに
描画されます。
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Method void Show_TrendLine(double myNum)
var: string myText, double midprice;
begin
MidPrice = (High[1]+Low[1]) * .5;
Label4.Text = "R: " + NumToStr(MidPrice+MyNum,2);
Label5.Text = "S: " + NumToStr(MidPrice-MyNum,2);
TL_SetEnd(TL_High, Date, Time, MidPrice+myNum);
TL_SetBegin(TL_High, Date[10], Time[10],
MidPrice+myNum);
TL_SetEnd(TL_Low, Date, Time, MidPrice-myNum);
TL_SetBegin(TL_Low, Date[10], Time[10], MidPricemyNum);
end;
価格のリアルタイム更新時にトレンドラインをティック毎に再描画するために、最新の
足で Show_TrendLine メソッドを呼び出します。
If LastBarOnChart then Show_TrendLine(spinner1.value);
インジケーターを検証してください。
チャートにインジケーターを適用してください。
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ボーナス例題セクション
以下のセクションでは、オンラインコースに含まれていなかった内容をカバーするボー
ナス例題を提供しています。EasyLanguage の学習を進めていく中で役に立ついくつかの
新しいアイテムとこれまで学習してきたコンポーネントとオブジェクトを組み合わせた
例題になっています。

注文の取消
Order オブジェクトの Cancel( )メソッドを使い、未約定注文を取消することができます。
任意の銘柄コードの未約定注文を取消する一般的な方法は、OrdersProvier コンポーネン
トを使いその銘柄コードの‘received’ステータスの注文コレクションを作成することです。
コレクションの中の先頭の注文が最新の未約定注文です。注文識別子に続けて Cancel( )
メソッドを書きその注文を取消することができます。
OrdersProvider.Order[0].Calcel( );
‘received’ステータスの注文コレクションをループして、それぞれの注文識別子に続けて
Cancel( )メソッドを書き、任意の銘柄の全未約定注文を取消することができます。
「取消-再発注」するためには、一度任意の注文を取消して、新しい注文価格で再度
OrderTicket を発注する必要があります。

指値注文
OrderTicket コンポーネントを使い指値注文を発注することができます。例えば、
OrderTicket コンポーネントのプロパティエディターで、注文価格と注文種類を指値に設
定して、OrderTicket の Send( )メソッドを使い設定した内容で指値注文を発注します。
OrderTicket1.Send( )
または、OrderTicket コンポーネントのプロパティを使い、以下のようにコードの中で直
接設定することもできます。
OrderTicket1.Type = tsdata.trading.OrderType.Limit;
OrderTicket1.LimitPrice = Close - .10;
OrderTicket1.Send( );
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例題 #21
目的: (指値注文 – 取消)
 指値注文の発注や取消をすることができるシンプルな注文フォームを作成す
る
 指値注文を取消する
インジケーター: ‘$21_LimitCancel’
この例題は、OrderTicket と OrdersProvider を使い、フォームから買い指値注文を
発注して、未約定注文を取消します。

ワークスペース: $21_LimitCancel
チャート作成
タイムフレーム: 5 分足
インジケーター: $21_ LimitCancel
コンポーネントとプロパティエディター
OrdersTicket1:
Symbol
symbol
Account
iAccounts1
Quantity
iQuantity1
Action
Buy
Type
limit
OrdersProvider1:
Load
Symbols
Accounts
Updated

銘柄コード予約語
Input で初期口座設定
Input で初期数量設定

false
重要 – 無効で始動
symbol
銘柄コード予約語
iAccounts1
Input で初期口座設定
OrdersProvider1_Updated

AnalysisTechnique:
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Initialized
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AnalysisTechnique_Initialized
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インジケーターの練習問題 #21: ‘$21_ LimitCancel’
#21_ LimitCancel という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
この例題では、これまでの例題で使ってきた複数のコンポーネントやオブジェクトを組
み合わせて使います。
OrderTicket1 オブジェクトという名前で OrderTicket コンポーネントを追加します。
OrdersProvider1 オブジェクトという名前で OrdersProvider コンポーネントを追加します。
プロパティエディターを使い、上記のように「Quantity」と「Account」プロパティを含
む OrderTicket1 のプロパティを設定します。以下の 2 行をコードに追加して Input を作
成します。
Input: int iQuantity1( 100 );
Input: string iAccount1( "111-12345" );
プロパティエディターを使い、上記のように OrdersProvider1 のプロパティを設定しま
す。また「Updated」イベントのハンドラメソッドを作成します。注釈:フォームの要素
を表示する前に注文ステータスイベントを参照することを防ぐために、「Load」プロパ
ティの設定を false に設定します。
プロパティエディター上部の「イベント」アイコンをクリック、「Initialized」プロパテ
ィをダブルクリックして、AnalysisTechnique_initialized メソッドを作成します。
完全修飾名を入力する代わりに using ディレクティブを使います。
using elsystem.windows.forms;
using tsdata.trading;
テキストボックス、ラベル、ボタンを含むメインフォームと 3 つのコントロールのオブ
ジェクト変数を追加します。
vars: Form form1( Null ),
TextBox OrderPx( Null ),
Label label1 ( Null ),
Button button1( Null );
AnalysisTechnique_initialized メソッドの中で、指値価格とボタンを設定したり、注文を
発注また取消したりするためのコントロールで構成されるシンプルなフォームのための
オブジェクトを作成します。発注ボタンのラベルは、指値注文が発注された後、取消ボ
タンのラベルに変わります。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
form1 = form.create("Limit Order", 250, 120);
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form1.location(200,200);
form1.topmost = true;
OrderPx = TextBox.create("",50,20);
label1 = label.create("Set Limit Price:",90,20);
button1 = button.create("Place Buy Limit Order", 140,
25 );
OrderPx.Location( 100,10 );
label1.Location(10,12);
button1.Location( 40,40 );
ボタンのイベントにイベントハンドラメソッドを登録して、フォームにコントロールを
加え、現在の買値をテキストボックスの初期値として設定、チャート上のフォームに表
示します。
OrderPx.Text = NumtoStr(InsideBid,1);
button1.Click += OnButtonClick;
form1.AddControl(OrderPx);
form1.AddControl(label1);
form1.AddControl(button1);
form1.show();
「Load」プロパティを true にします。これでフォーム作成後に注文ステータスイベン
トの中でフォームを更新することができます。
OrdersProvider1.Load = true;
更に、AnalysisTechnique_initialized メソッドの中に、ReplotButton メソッ
ドへの呼び出しを追加します。
ReplotButton();
end;
OrdersProvider1_Updated イベントハンドラメソッドの中にも追加します。
method void OrdersProvider1_Updated( elsystem.Object sender,
tsdata.trading.OrderUpdatedEventArgs args )
begin
ReplotButton();
end;
ReplotButton メソッドは指値注文が発注されているかどうかによりボタンのテキス
トを変えるために使われます。Count プロパティが‘0’より大きければ未約定注文が存
在することを、そして注文ステータスが‘received’かどうかを、最後にそれが‘limit’注文
かどうかを確認します。全ての条件が揃ったとき、ボタンのテキストが‘Cancel Order’に、
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またテキストボックスのテキストは指値注文価格に設定されます。もし未約定指値注文
が存在しない場合、ボタンのテキストは“Place Buy Limit Order”に設定されます。
Method void ReplotButton()
begin
if OrdersProvider1.Count > 0 AND
OrdersProvider1.Order[0].State =
OrderState.received AND
OrdersProvider1.Order[0].Type =
OrderType.limit
then begin
button1.Text = "Cancel Order";
OrderPx.Text =
NumtoStr(OrdersProvider1.Order[0].LimitPrice,1);
end
else begin
button1.Text = "Place Buy Limit Order";
end;
end;
最後に、ボタンのクリックを管理する OnButtonClick メソッドを作成します。ボタ
ンをクリックしたとき、button1 のテキスト、未約定注文数、直近の注文ステータス、
指値注文かどうかを確認して、全ての条件が揃っているとき、注文を取消します。もし
未約定指値注文が存在しない場合、テキストボックスに入力されている価格で、買い指
値注文を発注します。
method void OnButtonClick( elsystem.Object sender,
elsystem.EventArgs args )
begin
If LastBarOnChart then begin
if button1.Text = "Cancel Order" AND
OrdersProvider1.Count > 0 AND
OrdersProvider1.Order[0].State =
OrderState.received AND
OrdersProvider1.Order[0].Type =
OrderType.limit
then
OrdersProvider1.Order[0].Cancel();
If button1.Text = "Place Buy Limit Order" then
begin
orderticket1.SymbolType = Category;
orderticket1.LimitPrice =
StrtoNum(OrderPx.Text);
orderticket1.Quantity = iQuantity1;
orderticket1.ExtendedProperties.SetItem("Fu
ndSource", "Cash");
orderticket1.ExtendedProperties.SetItem("Ta
xationMethod", "NonTokutei");
orderticket1.send();
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end;
end;
end;
インジケーターを検証してください。
チャートにインジケーターを適用してください。
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DateTime
DateTime オブジェクトは日付と時間を表す時間インスタンスです。A.D. 1 年、1 月 1 日、
12:00:00 午前から A.D. 9999 年、12 月 31 日、11:59:59 午後までの間の値で日付と時間を
表します。
現在の日付と時間を参照することができる、複数のプロパティとメソッドが提供されて
いるので、必要に応じた形式で日付と時間を表示することができます。
Var: DateTime myDateTime(null);
//文字列値に日付と時間を設定して、別の形式で表示します。
myDateTime.Value = “12/10/2011 9:35pm”//ユーザーが指定した日時
plot1(myDateTime.Format(“%m-%d-%y %H:%M”));//12-10-11 21:35 と表示
myDateTime = elsystem.datetime.Now //コンピューターの日付と時間を取得
myDateTime = elsystem.datetime.CurrentTime //時間を取得
myDateTime = elsystem.datetime.Today // 日付を取得

TimeSpan
TimeSpan オブジェクト同士は、日、時間、分、秒を加算した減算したりすることがで
きます。2 つの日付と時間の差異を TimeSpan に格納したり、ある時間/日時に TimeSpan
を加算(または減算)して、新しい日付/時間を求めることができます。
例えば、
Var: TimeSpan myTimeSpan(null), DateTime myDateTime(null);
// 現在の日付に 5 日加算する
myTimeSpan.TotalDays = 5
myDateTime = elsystem.dateime.Today + myTimeSpan;
// 現在時間と午後 3 時 55 分の差分を計算する
myDateTime.Value = “3:55pm”
myTimeSpan = myDateTime – elsystem.DateTime.CurrentTime;

TokenList
TokenList オブジェクトは、単語や番号のカンマ区切りのリストを含む文字列から、ま
たは Add プロパティを使い値を格納することにより作成される値のコレクションです。
例えば、4 つの銘柄コードを含む TokenList を作成して、インデックス番号付けされたア
イテムプロパティを使い、コレクションの中の任意のインデックス番号に格納されてい
る値を参照することができます。
Var: TokenList myList(null);
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myList = TokenList.Create(“7201-TS,7203-TS,7267-TS,7751-TS”); //値を格納する
print(myList.Item[1]); // “7203-TS”を印刷ログに出力する
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例題 #22
目的: (アラーム時計)
 任意の 2 つの時間でアラームを作成する
インジケーター: ‘$22_AlermClock’
この例題は、DateTime と TimeSpan オブジェクトを使い、現在時間とアラーム設
定時間の差を計算します。カウントダウンタイマーを設定してアラーム設定時間
になったらエベントメソッドを呼び出します。

ワークスペース: $22_AlermClock
チャート作成
適用対象: チャートまたはレーダースクリーン
インジケーター: $22_ AlermClock
コンポーネントとプロパティエディター
Timer1:
Interval
1000
初期値
AutoReset
True
Enable
False
タイマーを無効にして開始
Elapsed
Timer1_Elapsed
Timer2:
Interval
AutoReset
Enable
Elapsed
AnalysisTechnique:
Initialized

1000
1 秒間に 1 度カウントする
True
True
タイマーを有効にして開始
Timer2_Elapsed

AnalysisTechnique_Initialized
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インジケーターの練習問題 #22: ‘$22_ AlarmClock’
#22_ AlarmClock という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
Timer1 と Timer2 オブジェクトという名前で Timer コンポーネントを 2 つ作成します。
プロパティエディターを使い、それぞれの Elapsed イベントのハンドラメソッドを含む
Timer1 と Timer2 のプロパティを上記のように設定します。Timer1 は無効で開始します。
プロパティエディター上部から「AnalysisTechnique」を選択して、「Initialized」イベン
トのハンドラメソッドを作成します。
2 つのアラーム設定時間を Input で作成します。設定時間には“8/22/2012 9:25”のように日
付を入れることもできます。1 つ目のアラート後に 2 つ目のアラートを実行するので、1
つ目の設定時間は 2 つ目の設定時間よりも早い時間(または日付)にする必要があります。
ザラ場取引時間開始と終了 5 分前で初期設定を行います。
input: string TargetTime1("8:55am"),string
TargetTime2("2:55pm");
2 つのアラーム設定時間、2 つのアラーム設定時間の差分、アラーム時間のリストを格
納するオブジェクト変数を宣言します。この例題では 2 つのアラームを使いますが、リ
ストオブジェクトには別の機会にでも複数追加することができます。
var: elsystem.DateTime myAlarmTime(null),
elsystem.TimeSpan myTimeSpan(null),
tsdata.common.TokenList myAlarmList(null),
更に、音源ファイル名を格納する変数と、アラームリストの中のアクティブなアラーム
のインデックス数を格納する変数を宣言します。
string AlarmSound("alarmclockbeep.wav"),
intrabarpersist int myAlarmIndex(0);
初期化メソッドの中で、アラームリストの中の初期値として設定時間を使い、TokenList
オブジェクトのインスタンスとしてアラームリストを作成します。‘代入演算子’を使い、
2 つ目の設定時間をアラームリストに入れます。注釈: 別の機会にここで複数追加するこ
とができます。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
myAlarmList =
tsdata.common.TokenList.create(TargetTime1);
myAlarmList += TargetTime2;
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GetAlarmTime を使い、リストから次の設定時間を取得します。GetAlarmSpan は、
現在時間と設定時間の差分を返します。SetAlarm でアラームのカウントダウンを有効に
します。
myAlarmTime = GetAlarmTime(myAlarmList);
myTimeSpan = GetAlarmSpan(myAlarmTime);
SetAlarm(myTimeSpan);
end;
Timer1 のイベントハンドラメソッドの中に次の文を加えます。タイマーの経過後、
EasyLanguage 印刷ログにアラーム時間を出力、Input で指定された時間で音を鳴らし、
次のアラームを設定します。
method void Timer1_Elapsed( elsystem.Object sender,
elsystem.TimerElapsedEventArgs args )
begin
print("ALARM sounded at - ",
elsystem.datetime.currenttime.tostring());
condition1 = playsound(AlarmSound);
myAlarmTime = GetAlarmTime(myAlarmList);
myTimeSpan = GetAlarmSpan(myAlarmTime);
SetAlarm(myTimeSpan);
end;
Timer2_Elapsed を 1 秒間隔で実行します。次のアラーム設定時間までのタイムスパンを
計算して、残存時間を日、時間、分、秒の文字列を作成します。また全てのアラーム完
了後に表示するメッセージも作成します。
method void Timer2_Elapsed( elsystem.Object sender,
elsystem.TimerElapsedEventArgs args )
var: string TimeLeft, elsystem.TimeSpan TS;
begin
TS = GetAlarmSpan(myAlarmTime);
If myTimeSpan.TotalSeconds > 0 then
TimeLeft = TS.Days.tostring() + "d "
+ TS.Hours.tostring() + "h "
+ TS.Minutes.tostring() + "m "
+ TS.Seconds.tostring() + "s "
Else
TimeLeft = "No alarms active";
最初の描画文で残存時間を表示します。
plot1(TimeLeft,"Count Down");
2 番目の描画文で設定時間と‘T’に続けてアラーム番号を表示します。
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If myAlarmTime.ELDateTimeEx>=1 then
plot2(myAlarmTime.format("%m/%d/%y %H:%M
+ myAlarmIndex.tostring()),"Target")
else
plot2(myAlarmTime.format("%H:%M T"
+ myAlarmIndex.tostring()),"Target");

T"

end;
タイムスパン(残存時間)をミリ秒に変換するメソッドを作成、それを Timer1 の「Interval」
プロパティに代入して、タイマーを有効にします。残存時間が 1 秒未満(<1000 ミリ秒)
になったらタイマーを無効にします。
method void SetAlarm(elsystem.TimeSpan myTimeSpan)
begin
Timer1.Interval = myTimeSpan.TotalMilliseconds;
If Timer1.Interval < 1000 then
Timer1.Enable = false
Else
Timer1.Enable = true;
end;
GetAlarmTime メソッドは次のアラーム設定時間のオブジェクトを返します。
myAlarmTime という名前の DateTime オブジェクトを作成します。For ループでアラ
ームリスト(TokenList の中にある文字列)を参照して DateTime.Parse メソッドでその
文字列を DateTime オブジェクトに変換します。
method elsystem.DateTime
GetAlarmTime(tsdata.common.tokenlist myAlarmList)
begin
myAlarmTime = elsystem.DateTime.Create();
For myAlarmIndex = 0 to myAlarmList.Count-1

begin

myAlarmTime =
elsystem.datetime.Parse(myAlarmList[myAlarmIndex]
);
GetAlarmSpan メソッドを呼び出し残存時間を取得して、時間差が正の場合だけアラ
ーム設定時間を返します。
myTimeSpan = GetAlarmSpan(myAlarmTime);
If myTimeSpan.TotalSeconds>0 then begin
myAlarmIndex = myAlarmIndex + 1;
Return myAlarmTime;
end;
end;
return myAlarmTime;
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end;
GetAlarmSpan メソッドは、現在時間と myAlarmTime の時間差のオブジェクトを返
します。最初に myTimeSpan という名前で TimeSpan オブジェクトを作成します。次の
アラームまでの日数が 1 日以上の場合、日付と時間でタイプスパンを計算します。それ
以外の場合、現在の時間との時間差を計算します。
method elsystem.TimeSpan GetAlarmSpan(elsystem.DateTime
myAlarmTime)
begin
myTimeSpan = elsystem.TimeSpan.Create();
If myAlarmTime.ELDateTimeEx >= 1 then
myTimeSpan = myAlarmTime - elsystem.datetime.now
Else if myAlarmTime.ELTime > 0 then
myTimeSpan = myAlarmTime elsystem.datetime.currenttime;
Return myTimeSpan;
end;
インジケーターを検証してください。
チャートまたはレーダースクリーンにインジケーターを適用してください。「入力」タ
ブでアラームの時間を設定することができます。
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AnalysisTechnique – Uninitialized イベント
AnalysisTechnique の Uninitialized イベントは、分析テクニック削除直前に実行するコー
ドを含むイベントハンドラメソッドを呼び出すために使われます。
AnalysisTechnique_ Uninitialized イベントハンドラメソッドは、分析テクニック削除前に
実行する必要がある、データの保存や後始末処理のために使われます。これは、分析テ
クニックを含むウィンドウを再更新する、分析テクニックをウィンドウから削除する、
分析テクニックを含むウィンドウ、ワークスペース、デスクトップを閉じる、ときに実
行されます。しかし、例外エラー発生時には Uninitialized イベントハンドラは呼び出さ
れないこともあります。

Try-Catch
Try-Catch ブロックは、Try ブロックの中で実行する一連のコード文をテストするために
使われ、Catch ブロックの中でエラーや例外を捉えることができます。
例えば、コンポーネントからのデータ参照時に予期されるエラーをテストしたいとき、
ある特定の条件下でフラグを立て、その後の計算を止めたり、ユーザーにカスタムメッ
セージを出力することができます。
try
Value1 = FQ1.Quote[FundamentalField].DoubleValue[0];
OkToCalculate = true;
catch ( NoFundamentalDataAvailableException NFDEx)
OkToCalculate = false;
Print( “NMF – No fundamental value for primary symbol.” );
end;
もしくは、ファイルの読み込みの成功または失敗のテスト結果によりファイルの存在を
確認して、もしファイルが存在しない場合には作成する、ようなこともできます。
try
doc.Load(“c:ファイル名”); //ファイルから読み取りを試みる
catch(elsystem.io.filenotfoundexception ex)
doc.Save(“c:ファイル名”); // ファイルが存在しない場合作成する
end;
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XML オブジェクト
EasyLanguage は、XML データストラクチャーの作成、ファイルへの保存、ファイルか
らの読み取りを行う一連のオブジェクトをサポートしています。EasyLanguage の XML
オブジェクトは、ノード、要素、属性、その他 XML データの階層に関連するアイテム
を含む、一般的に使用されている XML ドキュメントオブジェクトモデルをベースにし
ています。
XML の基本構造ブロックは、開始タグと終了タグの間にあるデータで構成される、要
素です。開始タグは<symbol>のように要素名を山括弧で囲い、終了タグは</symbol>の
ように要素名の前に‘斜線’を加えて開始タグ同様に山括弧で閉じます。
XML データストラクチャーは、単語や数値のような単一情報から追加データを持つ他
の子要素まで、それぞれの要素がデータである複数の要素で構成されています。
EasyLanguage には、データストラクチャーに要素を作成、追加、削除する、そしてスト
ラクチャーの中の要素のデータを読み取ったり書き込んだりする、XML オブジェクト
があります。
例えば、以下の XML データストラクチャーは、銘柄コード名、日付、価格、3 つの関
連する要素データを含む‘symbol’要素を含む‘root’要素で構成されています。
<root>
<symbol>
<name>7203-TS</name>
<date>11/01/2017</date>
<price>7000</price>
</symbol>
</root>
更に、開始タグは属性と呼ばれる山括弧の中に付加的な情報を追加することができます。
例えば、以下はそれぞれが属性番号‘1’と‘2’を持つ 2 つの‘step’要素で構成されています。
<root>
<step number=”1”>First Item</step>
< step number=”2”>Second Item</step>
</root>
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例題 #23
目的: (XML インジケーター)
 XML ファイルにデータを保存して、次回インジケーター適用時にデータを
読み込む
インジケーター: ‘$23_XMLPersist’
この例題は、XML オブジェクトを使い、インジケーター削除時(uninitialized)に
XML ファイルに銘柄コード、日時、価格を保存して、次回適用時(initialized)に
それらの情報を読み込みます。例えば、銘柄コードの値を保存して、次回同じ銘
柄コードでインジケーター実行時にその値を使いたいときなどのケースで利用す
ることができます。

ワークスペース: $23_XMLPersist
ウィンドウ作成
タイムフレーム: 30 分足
インジケーター: $23_XMLPersist
コンポーネントとプロパティエディター
コンポーネントは無し:
Analysis Technique:
Initialized
AnalysisTechnique_Initialized
Uninitialized AnalysisTechnique_Uninitialized
使用上の注意点:
初めてチャートに適用したとき、インジケーターのステータスラインには銘柄コ
ードのみ表示されます。インジケーター削除後または「表示」→「更新」による
更新後にその時点の現在値、日時が XML ファイルに保存されます。次回インジ
ケーター適用時に XML ファイルに保存されている価格と日時が、インジケータ
ーのステータスライン上に銘柄コードに続いて表示されます。
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インジケーターの練習問題 #23: ‘$23_ XMLPersist’
#23_ XMLPersist という名前で、新規にインジケーターを作成してください。
XML オブジェクト参照に完全修飾名を入力する代わりに using ディレクティブを使いま
す。
using elsystem.xml;
外部 XML ファイルでデータを作成して管理するために使う、一連の XML オブジェク
トのオブジェクト変数を宣言します。
var: XmlDocument doc(null),
XmlElement root(null),
XmlElement eLevel1(null),
XmlElement eLevel2(null),
XmlNode nNode(null);
XML データファイルの存在をテストするために使う、もう一つの変数を宣言します。
偽の場合にファイルを作成します。
var:

bool filefound(false);

XML ファイル名を Input で宣言します。
input:

string xmlFileName("C:\RefSym.xml");

プロパティエディター上部から「AnalysisTechnique」を選択して、「Initialized」イベン
トのハンドラメソッドを作成します。分析テクニック削除時または再計算時に呼び出さ
れるもう一つのハンドラメソッド「Uninitialized」イベントも作成します。
Initialized メソッドの中で XML ドキュメントオブジェクトのインスタンスを作成して
filefound 変数のフラグを真にします。
method void AnalysisTechnique_Initialized( elsystem.Object
sender, elsystem.InitializedEventArgs args )
begin
doc = new xmldocument;
filefound = true;
次に、Try-Catch 文を使い、XML ドキュメントが既に存在しているかどうかテストしま
す。Try 節の中で doc.Load の呼び出しが失敗したら、Catch 節の中で filefound 変数
のフラグを false にします。
try
doc.Load(xmlFileName);
catch(elsystem.io.filenotfoundexception ex)
filefound = false;
end;
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ファイルが見つからない場合、‘data’という名前で root オブジェクトを定義すること
によりそれを作成して、新しい XML ファイルの中にそれを保存します。
If filefound = false then
Begin
root = doc.CreateElement("data");
doc.AppendChild(root);
doc.Save(xmlFileName);
End
ファイルが存在する場合、root オブジェクトに XML ストラクチャーを読み込みます。
Else
Begin
root = doc.DocumentElement;
end;
FindSymbol メソッドは銘柄コードのデータを含んでいるノートを返します。まだ銘柄コ
ードが使われたことがない場合、またはファイルが作成されたばかりの場合、データは
空欄です。
nNode = FindSymbol();
end;
AnalysisTechnique_UnInitialized メソッドは、トレードステーション終了時、チャート再
更新によるインジケーターの再計算時、またはインジケーター削除時に実行されます。
このメソッドの中に SaveSymbol メソッドを加えます。
method void
AnalysisTechnique_UnInitialized( elsystem.Object sender,
elsystem.UnInitializedEventArgs args )
begin
SaveSymbol();
end;
最初の数行で‘symbol’要素のリストを取得して、そのループの中で銘柄コードと‘name’
要素が合致するかどうか確認します。合致した場合、変数 sNumb に symbol 要素のイン
デックス番号を代入します。
tList = root.GetElementsByTagName("symbol");
sNumb = -1;
for iIndex = 0 to tList.count-1 begin
If tList.ItemOf[iIndex].Item["name"].innertext=symbol
then sNumb = iIndex;
end;
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リストの中に銘柄コードがない場合、銘柄コードの名前で新しい symbol 要素を作成し
て、2 階層目の子要素として追加します。新しい symbol 要素ストラクチャーが root に追
加され、ファイルに保存されます。
If sNumb = -1 then begin
eLevel1 = doc.CreateElement("symbol");
eLevel2 = doc.CreateElement("name");
eLevel2.innertext = symbol;
eLevel1.AppendChild(eLevel2);
eLevel2 = doc.CreateElement("date");
eLevel1.AppendChild(eLevel2);
eLevel2 = doc.CreateElement("price");
eLevel1.AppendChild(eLevel2);
root.AppendChild(eLevel1);
doc.Save(xmlFileName);
ローカルメソッドオブジェクト tnode に、新規に作成した symbol 要素ストラクチャー
を代入します。もし銘柄コードが既に存在していれば、tnode に symbol 要素番号を代
入します。
tNode = eLevel1;
end
Else begin
tNode = tList.ItemOf[sNumb];
End;
Return tNode;
end;
最後に、ノードの値を描画するメソッドを作成します。保存されている既存または新規
の銘柄コード、日付、価格を表示します。EasyLanguage コードのメインボディの中での
み PlotValue( )メソッドを呼び出していることに注意してください。
Method void PlotValues()
begin
plot1(nNode.Item["name"].Innertext,"Symbol");
plot2(nNode.Item["date"].InnerText,"Saved Date");
plot3(nNode.Item["price"].InnerText,"Saved Price");
end;
PlotValues();
インジケーターを検証してください。
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チャートにインジケーターを適用してください。指定したパスに XML ファイルが新規
に作成されて、銘柄コードの要素が XML ファイルに初めて追加されたことが分かりま
す。
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付録：日本の取引制度にあわせて用意されたメソッド、プロパティ
など
フィルター/プロパティ “名称”に使用される拡張フィルターまたは拡張プロパティ
"QuantityAvailable"
注文可能数量
"FundSource"
口座区分
当該口座で利用 "FundSourcesSupported"
可能な口座区分
"LotSelectionMethod"
建玉選択方法
"MinLotSize"
建玉サイズ（1
建玉の単位）
"TaxationMethod"
税区分
プロパティ値に使用される拡張プロパティストリング
先入先出建玉選 "FIFO"
択方法
後入先出建玉選 "LIFO"
択方法
高コスト建玉選 "HICOST"
択方法
低コスト建玉選 "LOCOST"
択方法
"Cash"
現物口座区分
制度信用口座区 "StandardMargin"
分
一般信用口座区 "NegotiatedMargin”
分
"Tokutei"
特定口座
"NonTokutei"
一般口座
拡張プロパティ一般情報
ランタイムエラ If
コード例の“Acct”は
Acct.ExtendedProperties.Contains("FundSourcesSupported")
tsdata.trading.accou
ー防止のため
nt オブジェクトで
に、動的プロパ then…
す。
ティが存在する
ことを事前に確
認してくださ
い。これは拡張
プロパティのみ
を対象としてお
り、拡張フィル
ターは対象では
ないことにご留
意ください。
AccountsProvider および Accounts
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アカウントの課
税方式を取得。

Acct.ExtendedProperties["TaxationMethod"].StringValue

コード例の”ACCT”
は、
tsdata.trading.accou
nt オブジェクトで
す。

当該口座で利用
可能な口座区分
を取得。

Acct.ExtendedProperties["FundSourcesSupported"].StringVa
lue

コード例の”ACCT”
は、
tsdata.trading.accou
nt オブジェクトで
す。
返された文字列
は、利用可能な口
座区分に関するコ
ンマ区切りのリス
トです。

OrdersProvider およびその他
既定の税区分に OpenOrders.ExtendedFilter.SetItem("TaxationMethod",
ついて、注文を "Tokutei" );
返すことだけを
目的として、
OrdersProvider
を設定。
既定の口座区分 OpenOrders.ExtendedFilter.SetItem("FundSource", "Cash" );
について、注文
を返すことだけ
を目的として、
OrdersProvider
を設定。
既定の建玉選択 OpenOrders.ExtendedFilter.SetItem("LotSelectionMethod",
について、注文 "FIFO" );
を返すことだけ
を目的として、
OrdersProvider
を設定。
MyOrder.ExtendedProperties["TaxationMethod"].StringValu
税区分の Order
オブジェクトを e
入手。
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コード例の
“OpenOrders”は、
tsdata.trading.Orders
Provider オブジェク
トです。
コード例の
“OpenOrders” は、
tsdata.trading.Orders
Provider オブジェク
トです。
コード例の
“OpenOrders” は、
tsdata.trading.Orders
Provider オブジェク
トです。
コード例の
“MyOrder” は
tsdata.trading.Order
オブジェクトで
す。
アクセスを試みる
前のプロパティの
存在の確認に関す
る注については、
上記のセクション
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Order オブジェ
クトの口座区分
を入手。

MyOrder.ExtendedProperties["FundSource"].StringValue

Order オブジェ
クトの建玉選択
方法を入手。

MyOrder.ExtendedProperties["LotSelectionMethod
"].StringValue

PositionsProvider および Positions
現物残高銘柄は PositionsProvider1.Symbols.Add( SymbolRoot );
チャート上の銘
柄と異なるた
め、現物残高に
使用される銘柄
を
PositionsProvider
へ追加する。
既定の税区分に PositionsProvider1.ExtendedFilter.SetItem("TaxationMethod
ついて、オーダ ", “Tokutei” );
ーを返すことだ
けを目的とし
て、
PositionsProvider
を設定する。
既定の口座区分 PositionsProvider1.ExtendedFilter.SetItem("FundSource",
について、オー "Cash")
ダーを返すこと
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をご参照くださ
い。
コード例の
“MyOrder” は、
tsdata.trading.Order
オブジェクトで
す。
アクセスを試みる
前のプロパティの
存在の確認に関す
る注については、
上記のセクション
をご参照くださ
い。
コード例の
“MyOrder” は、
tsdata.trading.Order
オブジェクトで
す。
アクセスを試みる
前のプロパティの
存在の確認に関す
る注については、
上記のセクション
をご参照くださ
い。
コード例の
“PositionsProvider1”
は、
tsdata.trading.Positio
nsProvider オブジェ
クトです。

コード例の
“PositionsProvider1”
は、
tsdata.trading.Positio
nsProvider オブジェ
クトです。
コード例の
“PositionsProvider1”
は、
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だけを目的とし
て、
PositionsProvider
を設定する。
ポジションの注
文可能数量を入
手。

ポジションの税
区分を入手。

ポジションの口
座区分を入手。

OrderTicket
OrderTicket につ
いて、税区分を
設定。
OrderTicket につ
いて、口座区分
を設定。
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tsdata.trading.Positio
nsProvider オブジェ
クトです。
switch( Posn.ExtendedProperties["QuantityAvailable"].Type
)
begin
case DataType.doubleval:
AvailQty =
Posn.ExtendedProperties["QuantityAvailable"].DoubleValue
astype int;
case DataType.integerval:
AvailQty =
Posn.ExtendedProperties["QuantityAvailable"].IntegerValue;
end;
Posn.ExtendedProperties["TaxationMethod"].StringValue

Posn.ExtendedProperties["FundSource"].StringValue

ticket.ExtendedProperties.SetItem("TaxationMethod",
“Tokutei” );
ticket.ExtendedProperties.SetItem( “FundSource”,
“StandardMargin” );

コード例の“Posn”
は、
tsdata.trading.Positio
n オブジェクトで
す。

コード例の“Posn”
は、
tsdata.trading.Positio
n オブジェクトで
す。
アクセスを試みる
前のプロパティの
存在の確認に関す
る注については、
上記のセクション
をご参照くださ
い。
コード例の“Posn”
は、
tsdata.trading.Positio
n オブジェクトで
す。
アクセスを試みる
前のプロパティの
存在の確認に関す
る注については、
上記のセクション
をご参照くださ
い。
コード例の“ticket”
は、OrderTicket オ
ブジェクトです。
コード例の“ticket”
は、OrderTicket オ
ブジェクトです。
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OrderTicket につ
いて、建玉選択
方法を設定（決
済注文のみ）。

ticket.ExtendedProperties.SetItem( “LotSelectionMethod”,
“FIFO” );

Valid values for the Lot Selection extended property are:
• FIFO
• LIFO
• HICOST
• LOCOST
ユーザーインターフェース (UI)
UI におけるポジ Platform1.TradeManagerSettings.UseAbsoluteQuantityInUI()
ション数量の絶
対値を表示。
（売建玉は正数
で表示されま
す。）
原資産の価格に SymbolAttributesPr1.CalcMinPriceIncrement( iPrice );
基づき、価格ス
ピナーの最小価
格増分を入手す
る（たとえば、
指値につい
て）。

「建玉」毎の単
位/株数を入手。

SymbolAttributesPr1.UnitsOfTrade

コード例の“ticket”
は、OrderTicket オ
ブジェクトです。

コード例の
“Platform1” は、
platform.Platform オ
ブジェクトです。

SymbolAttributesPr1
は、対象銘柄に
ついて設定する
tsdata.marketdata.
SymbolAttributesP
rovider オブジェ
クトです。
“iPrice” は、価格
増分を決定する
ために使用され
る資産価格で
す。
SymbolAttributesPr1
は、対象銘柄につ
いて設定する
tsdata.marketdata.S
ymbolAttributesPro
vider オブジェクト
です。
これは、OrderTicket
量もしくは数量ス
ピナーの増分設定
に使用することが
可能です。
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