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イザナミ公式HP ダウンロードページの
Downloadボタンを選択します。

http://www.izanami.jp/support/download.html

イザナミをダウンロードしよう！



保存を選択します。

イザナミをダウンロードしよう！

デスクトップに保存します。



古いバージョンがインストールされている方は、
アンインストールします。

ダウンロードした IZAxxxxx_SETUP.EXE
をダブルクリックして下さい。
(xxxxxにはバージョン名が入ります) 

イザナミをインストールしよう！



セキュリティに関する警告が出る場合があり
ますが、問題ありませんので「実行」ボタンを
押してインストールを続けてください。

イザナミをインストールしよう！



インストーラーが実行されるので
画面の指示に従って
インストールを完了してください。

イザナミをインストールしよう！

デスクトップに『イザナミ』ができますので
ダブルクリックしてください。



『イザナミ』を起動すると
ライセンス設定ダイアログが起動されます。
入力項目に必要な情報を入力してください。

イザナミをインストールしよう！

「 【イザナミ】ライセンス情報のご連絡」
メールに記載のライセンス情報を

入力してください



ライセンス設定が完了すると
インストールの完了です。

インストールが完了するとダウンロードした
SETUP.EXE は必要なくなりますので
削除して下さい。

イザナミをインストールしよう！



取引条件（戦略）を考える

イザナミでバックテスト
（資金を意識しないで戦略の

真の実力を検証）

満足な成績で
なければ改良
満足な成績で
なければ改良

イザナミを使った投資戦略開発の流れ

イザナミで最適分散投資
（効果的な

資金管理ルールを検証）

資金管理ルール
を考える

実運用開始！



デスクトップ上のイザナミアイコンを
ダブルクリック

右上の「開始」ボタンを選択します

イザナミを起動しよう

右上の「開始」ボタンを選択します



株価データの受信が行われ、
以下の画面になります

イザナミを起動しよう



バックテストボタンを選択

バックテスト画面が表示されます

バックテスト設定画面を開いてみよう



基本設定
バックテストの基本情報です

慣れないうちは変更する必要はありません

バックテスト設定画面各タブの解説

新規建て条件
新規建ての条件を設定します

手仕舞い条件／取引終了条件
手仕舞いの条件を設定します

どちらか一方に条件が設定されていれば
問題ありません



最初から利益の出る売買ルールは
作ることはできません。

イザナミにはお手本（サンプル）となる
売買ルールがライブラリという形で
用意されています。

売買ルール（戦略）は
ライブラリから選んでみよう

最初は勝率の高い成績が作り易い
逆張り戦略を考えましょう。

逆張りは安値圏の銘柄を狙い、反転上昇を狙う
戦略です



ライブラリから逆張りの条件を
選びます

新規建て条件リストに
新規追加します

「ライブラリから選ぶ」を選択します

逆張り戦略お手本設定方法

「ライブラリから選ぶ」を選択します



一番上にある終値が15日間移動平均線の
－１０％より下落した銘柄を狙う条件を選び、
OKを選択します

逆張り戦略お手本設定方法



買いの条件式が追加されました

逆張り戦略お手本設定方法



手仕舞い条件を入力するため、
取引終了条件タブを選択します

取引終了条件リストに
新規追加します

逆張り戦略お手本設定方法

「ライブラリから選ぶ」を選択します



シンプルでかつ期待値の高い
固定幅ブレイクを選択します。

+5％で利益確定

－5％で損切り

どっちつかずで10日経過手仕舞い

逆張り戦略お手本設定方法



手仕舞い条件式が
追加されました

逆張り戦略お手本設定方法



実行ボタンを選択

バックテストを実行しよう

数分でバックテストが完了します



必ずみるべきポイント
概要レポート

総取引回数（2千回以上か）

勝率（50％以上か）

期待値（＋0.5％以上か）

その他集計
分解能を1年単位にして
年ベースで期待値が大きくマイナスな年がないか

バックテストの結果を分析しよう



バックテストで満足な成績になったら、
最適分散投資で資金配分を考えた
検証を行ないます。

満足な結果になるまで調整して
バックテストを繰り返そう



最適分散投資ボタンを選択

最適分散投資設定画面が開きます

最適分散投資設定画面を開いてみよう

慣れないうちは
そのままの設定を使いましょう



最適分散投資の初期設定の
概要を確認しよう

単利運用
運用資金
は500万

信用取引
なし



最適分散投資の初期設定の
概要を確認しよう

投資金額は運用開始資金の
75％までとする
（つまり25％の資金は常に残す）

1日の最大投資金額は投資金額の75％にする1日の最大投資金額は投資金額の75％にする
・つまり運用資金の75%の75％が1日に使える最大金額
・ 1日ですべて使い切らないようにする設定

総資金
５００万円

市場投入資金
３７５万円

一日の
最大投資額
約２８０万円

７５％

７５％

図解すると
こうなります



最適分散投資の初期設定の
概要を確認しよう

1銘柄に対して投入する金額は
75万～２５万
・なるべく下限（25万）になるようにする



実行ボタンを選択します

最適分散投資を実行しよう

数十秒～数分で完了します



必ずみるべきポイント
概要レポート

総取引回数（500回以上か）

勝率（50％以上か）

期待値（＋0.5％以上か）

最大DD（円）は運用開始資金の
20％以内に収まっているか
（運用開始金額×0.2の金額以内か）

最大DD期間は120日以内に収まっているか

最適分散投資の結果を分析しよう



通年レポート
極端に負けている年がないか確認しよう

最適分散投資の結果を分析しよう



成績推移グラフ
右肩上がりに資金が増えているか確認しよう

最適分散投資の結果を分析しよう



このルールで運用する場合は
最終日シグナルタブで、
表示種別を「最終日の翌日始値で・・」にして
取引する銘柄情報を確認し、指示通りに
取引します。

シグナルを確認しよう



資金量や配分を修正したり満足な結果に
なるまで調整を繰り返します。

場合によっては新規建て条件や手仕舞い条
件を見直し、バックテストをやり直すことも
重要です。

満足な結果になるまで調整して
最適分散投資を繰り返そう



イザナミの画面名称を確認しよう

銘柄リスト
（ここに表示されている銘柄が

バックテストボタン
（バックテスト設定画面

を表示します）

最適分散投資ボタン
（最適分散投資設定
画面を表示します）

（ここに表示されている銘柄が
バックテスト対象になります）



過去の検証結果を
確認できます

バックテストの結果
表示ボタン

最適分散投資の結果
表示ボタン

公式HPの
チュートリアルを

開きます

イザナミの画面名称を確認しよう

銘柄銘柄銘柄銘柄リストリストリストリスト 銘柄リスト画面を表示
チャートチャートチャートチャート画面画面画面画面 選択している銘柄のチャートを表示
時系列情報画面時系列情報画面時系列情報画面時系列情報画面 選択している銘柄の時系列情報を表示



銘柄リストの
初期化

銘柄リストから
選択銘柄を削除

スクリーニング状況の
記憶/復帰

スクリーニング
（最終日株価を対象に条件で銘
柄リスト内の銘柄を絞り込む機

能です）

イザナミの画面名称を確認しよう



バックテスト/最適分散投資の結果が
そのまま未来の売買取引と
なるわけではありません

検証とはあくまで過去データを利用した
売買ルールの確認作業であることを
忘れないで下さい

イザナミは100％勝てる方法を

イザナミを利用した
システムトレードの注意点

イザナミは100％勝てる方法を
探すツールではありません。

負けも受け入れ、それでも破産せず資産を増やす、
現実に使える売買ルールを開発するツールです



イザナミ公式HPの
売買ルール検証手順をご覧ください

http://www.izanami.jp/basic_s.html

チュートリアルをご覧ください
http://www.izanami.jp/support/tutorial.ht
ml

FAQもご覧ください

より詳しい使い方は

FAQもご覧ください
http://www.izanami.jp/faq1.cgi

http://www.izanami.jp/faq2.cgi

不明点は些細なことでもサポートまでお気軽にご
連絡下さい。

https://www.izanami.jp/inq.cgi



市販売買ルールをお求め下さい
トレジューム・ストラテジーオンライン

http://str.toresume.com/

テラス

http://www.openterrace.jp/

お手本となる売買ルールが欲しい方は

最初のうちはなかなか勝てるルールを
作成することは出来ませんので、
お手本を手に入れることをお勧めします。
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