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“マッシー”のデイトレ 

リアルデイトレ Ver.2.00.09 

前書き 

・本体のツールは、Excel 2010以上で動作確認済み。 

 Excel 2019の方が、銘柄表示の更新が高速ですのでお勧めです。 

・今までは、リアルタイムのデイトレシミュレータがなく、実際のチャートと板を見ながらノートに 

約定の時間と価格を書いてトレードしていましたが、非常に面倒なので、作成しました。 

・株初心者でなくても、実際に多くの金額を賭けて損失を出す場合が多々あると思います。 

このリアルデイトレを使って、利益が出るようになれば、本番でも、利益が出せやすいと思います。 

 ・登録銘柄の最大数は３００銘柄迄です。 

・特徴 

１．全自動及び半自動売買(エントリー手動で決済自動)のシミュレーションを実装しました。 

２．「買」「売」及び順張り／逆張り同時監視。 

 
３．リアルデイトレ起動時に、Market Speed2 を自動起動にしました。 

４．ネットワークドライブのOne Drive 上に本 Excelをおいて実行すると、以前はエラーが 

出て、フォルダを新規作成できなかったのですが、作成できるようになりました。 

５．波形表示と各種指数の更新速度を 1.5 倍の 3 秒から 2秒に高速化しました。 

６．セット予約「利益」「損失」を最大５回迄、シミュレーションが出来ます。 

７．予約注文が実際の板発注と同じように、しかも両建てで、シミュレーションが出来ます。 

８．リアルタイムでの通報履歴の保存フォルダを指定出来ます。ネットワークドライブのOne Drive

のフォルダを指定すれば、外出先でもスマフォ等で確認して、トレードする事が可能です 

９．出来高フィルター付き歩み値を実装しました。 

１0．値幅制限の表と値幅上限を表示しました。 

１1．監視銘柄の３分間株価チャートの推移を表示しました。 
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１.１ 動作環境 

・Windows 7以上の動作するパソコン。 

 

１.２ 事前準備 

・Microsoft Excel 2010以上のエクセルをご用意下さい。 

・楽天証券の RSS及び RSS2を利用してデータを取得しますので、楽天証券の口座を開設されたのち、 

  Market speed 及び MarketSpeed2 をインストールしてリアルデイトレを起動して下さい。 

                     

  マーケットスピード  RSS                     マーケットスピード 2 

 

１.３ インストール 

・リアルデイトレは Excel の VBA で作成されているので、インストールは不要です。 

  お好きなフォルダに解凍後、リアルデイトレ V2_00.xlsmをダブルクリックして下さい。 
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１.４ Excel 2010のオプション設定 

・左上のファイルから、オプションをクリックして下さい。 

 

 

・セキュリティセンターからセキュリティセンターの設定をクリックする。 
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・マクロの設定をから、「すべてのマクロを有効にする」を選択し、「VBA プロジェクトオブジェ

クトモデルへのアクセスを信頼する」にチェックを入れ「OK」ボタンをクリックして下さい。 

 

・外部コンテンツから、「データの接続について確認のメッセージを表示する」を選択し、「すべて

のブックリンクの自動更新を有効にする」を選択し「OK」ボタンをクリックして下さい。 

 

・保護されたビューの「インターネットから取得したファイルに対して、保護されたビューを有効

にする」のチェックを外して下さい。 
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１.５ Excel 2019のオプション設定 

・左上のファイルからオプションをクリックし、トラストセンターを選択し、トラストセンターの 

設定をクリックして下さい。 

 

・マクロの設定から、すべてのマクロを有効にするを選択し、VBAプロジェクトオブジェクト 

モデルへのアクセスを信頼するにチェックを入れ「OK」ボタンをクリックして下さい。 
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・外部コンテンツから、「すべてのデータの接続を有効にする」を選択、「すべてのブックリンクの

自動更新を有効にする」を選択、「リンクされたデータ型をすべて有効にする」を選択、「動的デー

タ交換サーバーの検索を有効にする」を選択、「動的データ交換の起動を有効にする」 

を選択し「OK」ボタンをクリックして下さい。 

 

・保護ビューの「インターネットから取得したファイルに対して、保護ビューを有効にする」のチェ

ックを外して下さい。 
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１.６ 銘柄データ 

・銘柄読込をクリックすると、ＣＳＶファイルから銘柄コードを読み込みます。 

  先頭から１、２、３項目目に銘柄コード４桁の記述が有れば読み込み可能です。 

  参考ファイル： 「楽天ＭＳ（証券会社）」、「EZ-chart（フリーソフト）」、 

   「株羅針盤（シェアウェア・ソフト）」等のデータ読み込みは可能です。 

・銘柄追加をクリックして、個別銘柄を１つずつ登録する事も出来ます。 

 ・私のホームページ https://matunari.biz より、銘柄データを毎朝 8:30迄にはアップしていますので、 

  ご活用下さい。 

   

 

１.７ 購入方法 

 ・体験版は 14日間です、それを過ぎますと、売買のシミュレーションができなくなり、登録銘柄数が

300 から 10銘柄になると共に、松井証券及び楽天証券の約定集計機能が使えなくなります。 

 

正式版への移行は、ベクターのシェアレジ、 

 ( https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se522632.html )又は、 

私のホームページ(https://matunari.biz)から 

お申込み下さい。その後ライセンスコードが発行されますので、登録して下さい。 

価格は\2,860(税込み)です。 

 

１.８ 注意事項 

 ・リアルデイトレはトレードの補助的な情報を提供しますが、将来の株価の動きを保証するものでは 

  ありません、お客様ご自身の自己責任でお願いします。 

  

https://matunari.biz/
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se522632.html
https://matunari.biz/
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２.１ 起動する 

  ・リアルデイトレ V2_00.xlsm をダブルクリックして下さい。 

   

  ・セキュリティーの警告が出る場合がありますが、「コンテンツの有効化」をクリックして下さい。 

   

 

  下記注意が出る場合がありますが、問題ありませんので”更新する”をクリックして下さい。 

 ・Excel 2010 の場合。 

 

 

 ・Excel 2019 の場合。 
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・Market Speed 2の設定 

  ログイン ID保存のチェックを確認して下さい。 

   

・Market Speed及びMarket Speed 2が起動されていない場合。 

   

  ログイン IDを保存にチェックをしておいた方が早く起動できます。 

  最初のみ指定ボタンをクリックし、MarketSpeed2のセットアップされているフォルダに移り 

  MarketSpeed2を指定して下さい。 
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・C:\Users\****\AppData\Local\Marketspeed2\bin の中に入っています。 

  さらに「ID」と「PW」を入力して「起動ボタン」を押すと、Market Speed2 が起動され、 

  リアルデイトレのメインフォームが起動します。 

 ・次にMaeketSpeed2 の RSSアドインを登録します。 

  まず、Excel のバージョン情報を確認します。 

  32 ビットか 64 ビットの確認をします。 
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 「Excelのオプション」から「アドイン」から登録します。 

アドイン登録 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツー

ル (marketspeed.jp) 

を参考に「Marketspeed2_Rss」と「MarketSpeed2_RSS_VBA.xlam」をアドイン登録します。 

 

  ・次にMaeketSpeed2の各種設定をします。 

   

  各種設定の中の更新間隔を 600ミリ秒にします。 

    

https://marketspeed.jp/ms2_rss/onlinehelp/ohm_001/ohm_001_04.html
https://marketspeed.jp/ms2_rss/onlinehelp/ohm_001/ohm_001_04.html
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２.２ 寄り前説明 

 ・8:00～9:00迄の寄り前では、気配を表示します。 

・「買い」の場合、 [寄りの買値/前日の終値]が、上昇率の高い順にソートし上位から３１銘柄 

シート１の上段に表示します。 
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・１行目の C 列の“市場”のところをクリックすると東G のみの表示になります。 

  もう一度同じところをクリックすると元の全市場表示に戻ります。 

 ・各種指数の説明 

  買/前日・・・買い気配１の単価／前日の終値×100(%) 

  O/U比・・・Over数量／Under 数量×100(%) 

  成売/買・・・成売数量／成買数量×100(%) 

   
 ・１行目のN 列の所の“次”をクリックすると次のページを表示します。 

   
 ・同じところの“戻”をクリックすると最初のページを表示します。 
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・「売り」の場合（空売り） [前日の終値/寄りの買値]が低い順にソートして同様に表示します。 

   
  ・買/前日を小さい順に出力します。 

   
 

  ・「買」と「売」のシート１の表示で、全体の地合いを判断出来ます。 

  買いの方が売りに比べて絶対値の％が大きい銘柄が多いか、逆に売りの方が多いかを判断し 

多い方で投資をする方が利益を延ばしやすいです。 
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・下記は寄り前の気配の例で、２行目から３２行目のところでマウスをクリックすると、その 

   銘柄を選択しメインフォームに表示します。 

   

   

 

  ・11:30(12:05)～12:30 の寄り前の時は下記の表示に自動的に切り替わり、気配を表示します。 
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・銘柄名の右側のコンボボックスは、選択された銘柄の履歴を最大２０銘柄記憶しています。 

  一番新しい選択銘柄を、上にソートして表示します。 

  クリアーボタンを押すと、選択された銘柄の履歴をすべて削除します。 

   
 

 ・ネットストック・ハイスピードの銘柄コードのところで右ボタンをクリックしてコピーを選択して 

  リアルデイトレのメインフォームの銘柄コードにマウスをもってゆき左クリックでフォーカス 

  を移し右クリックするだけで、すばやく銘柄コードを入力できます。 
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２.３ ザラ場説明 

 ・9:00になると、寄り前表示からザラ場表示に、自動的に切り替わります。 

  「買」「売」および「順張」「逆張」も同時監視ですので、通報においては切り替える必要は 

ありません。 

単にシート１で AR1 から AR2 の通報過程表示を確認する為の、切り替えボタンです。 

   

シート１の下部に１段階予備通報「AR1」を最大２０銘柄通報表示し、保持時間待って設定値 

以上の場合のみシート１の上部に最終的な２段階通報「AR2」として最大１０銘柄表示します。 

AR1 の動きを確認しながら、AR2 に通報銘柄が表示され未だ上昇傾向であれば、素早くエントリー

して下さい。買いの時「8s/38s」の指数及び「判定値」が設定値より下がった場合、素早く利確 

又はロスカットして下さい。 
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  ・メインフォームの左上部に評価損益を、左下部に各種履歴を表示します。 

  履歴の選択ボタンで、「通報」、「約定」、「楽天」／「松井」の３種類を選択できます。 

  ３種類とも「開」のボタンを押すと履歴データがない時は、以前の履歴を選択出来ます。 

  又、「閉」のボタンを押すと選択されたリストボックスの表示を削除出来ます。 
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・通報履歴をシート 5 に格納しています。 

  〇シート５「通報履歴」 
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  ・約定履歴は銘柄名の行でなくても、クリックするだけで、その銘柄を選択表示します。 

   通報履歴は銘柄名の行でクリックすると、その銘柄を選択表示します。 

カーソルの上下キーでも選択表示出来ます。 

 

・総合判定指数の計算は、下記５種類の判定値を合計した得点です。 

8s/38s･･････判定値以上=＋20点、0%以上判定値未満=＋10 点、0%未満=－20点 

現/3分間････判定値以上=＋5点、判定値未満=－5 点 

Ov/Und･････判定値以上=＋5点、判定値未満=－5 点 

傾･･･････････上昇=10点、谷型=5 点、横ばい=0点、山形=－5 点、下降=－10 点 

出 1 分半･････判定値以上=＋5 点、判定値未満=－5 点 

・買いの場合、8s/38sの比率の高い順にソートし、8s/38s、現/3 分、出 1 分半、出 3分間 

及び判定値が設定値以上の銘柄を上位から AR1に２０銘柄表示します。 

・売りの場合、逆に低い順にソートし、8s/38s、現/3分が設定値以下で出 3分間が設定値以上 

の銘柄を上位から２０銘柄 AR1に表示します。 

・「傾」表示は、３分間の間の株価の動きを５段階で表しています。 

“－”は横ばい、”／”は上昇、”＼”下降、“Ｖ”は谷型、”Λ”は山形。 
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２.４ グラフ表示 

・シート１のグラフ表示右側は、上の段には３分間の株価チャート、中断には３分毎の出来高、 

 下段には２秒間隔の出来高差を表示します。 

株価は 0.67 秒間隔で、3分間の出来高と２秒間隔の出来高差は 2 秒間隔で表示します。 

 

 

 
 

・ 

 

  

３分間の株価偏移

チャート 

2 秒間隔の出来高 

３分毎の出来高の

推移 

通報後３分間の株価偏移チャート 
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２.５ 「買」「売」 

〇「買」の場合 

・「買」にした場合 AR1 から AR2 の通報過程表示をシート１で買い目線で確認します。 

「AR1」の判定値以上の銘柄を予備表示し、「AR1」の保持時間を経過した時に、判定値以上であれ

ば「AR2」に表示し、保持時間経過した時に判定を行い、通報音と同時に左下のリストボックスに

通報表示します。 

AR1、 AR2 共に通報表示 F 列 8s/38sの最大値を赤の背景色にしています。 

シート 1 の通報表示は、2 秒毎に各種指数を更新表示します。 

 

・TMは経過時間の 2秒単位での保持時間のカウント数で、COは判定が OK のカウント数です。 

AR1の右端のOKは時間短縮し AR2へジャンプするカウント数です。 
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 ・リストボックスの最初の表示に「↑」で順張りの買いで通報します。 
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〇「売」の場合 

  「売」にした場合 AR1から AR2の通報過程表示をシート１で売り目線で確認します。 

「AR1」の保持時間を経過した時に、判定値以下であれば「AR2」に表示し保持時間経過した時に、

判定を行い、通報音と同時に左下のリストボックスに通報表示します。 

通報表示 F 列 8s/38sの最小値を青の背景色にして、注目するようにしています。 
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 ・リストボックスの最初の表示に「▽」で順張りの売りで通報。 
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２.６ 「順張」「逆張」 

〇「順張」の場合 

・「順張」「逆張」は同時監視です、シート１で AR1 から AR2 の通報過程表示を確認します。 

「順張」にした場合、AR1と AR2 の判定は同じ方向です。 

「順張」の方が、ハイリターンですが、リスクが高い方式です。 
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〇「逆張」の場合 

・「逆張」にした場合、シート１で AR1と AR2の判定は逆方向になります。 

  「逆張」の方が、リスクが少ない方式です。 
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２.７ 割り込み処理時間 

 ・メインフォームの右下に割り込み処理時間を表示しています。 

 各係数計算周期の２秒を３分割していますので、各段階は 0.67秒ぐらいになります。 
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３.１ 新規即時注文 

 ・即時に新規に買うか売りたい場合、「AS」(自動選択)又は「新規」のボタンをクリックし紫色に 

なっているのを確認し、株数をスピンボタンで変更し、成行の行の「買」いの下の赤丸の黒い 

ところをクリックすると成買いですぐエントリー出来ます。 

 売りの場合は、「売」りの下の赤丸の黒いところをクリックすると成売りで、買いと同じように 

 すぐ空売りでエントリー出来ます。 

寄り前に成り寄り注文を入れることも可能です。 

 「AS」から「新規」を選択して、買いと売りの両方にエントリーする事で、両建てもサポートして 

います。 
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３.２ 新規予約注文 

 ・新規に指定価格で買うか売りたい場合、「AS」又は「新規」のボタンが紫色になっているのを 

確認し、株数をスピンボタンで変更し、買いの下の赤丸の黒いところをクリックすると買いで予約注

文できます。 

売りの下の赤丸の黒いところをクリックすると売りで予約注文出来ます。 

価格を変更する場合は、赤丸のスピンボタンで変更しても良いし、赤丸の他の黒い場所をクリック 

するだけで変更出来ます。 

買いと売りの両方に予約する、両建てもサポートしています。 

寄り前に予約指値注文を入れることも可能です。 

予約を解除する場合は、赤丸の取消ボタンをクリックして下さい。 
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３.３ 返済即時注文 

・新規注文がある場合、「AS」又は、「返済」ポタンをクリックし、株数をスピンボタンで変更し 

売りの下の赤丸の黒いところをクリックすると買い玉がある場合、返済売りで即座に決済します。 

又、買いの下の赤丸の黒いところをクリックすると売り玉がある場合、返済買いで即座に決済 

します。 
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３.４ 返済予約注文 

・返済で、指定価格で買うか売りたい場合、「AS」又は、「返済」のボタンをクリックし、 

株数をスピンボタンで変更し買いの下の赤丸の黒いところをクリックすると買いで返済予約注文 

できます。 

売りの下の赤丸の黒いところをクリックすると売りで返済予約注文出来ます。 

価格を変更する場合は、赤丸のスピンボタンで変更しても良いし、赤丸の他の黒い場所をクリック 

するだけで中央の価格に反映されます。 

返済予約を解除する場合は、赤丸の取消ボタンをクリックして下さい。 
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３.５ セット注文 

・セット注文とは、注文時に利確と損失時の注文を同時に入れる事です。 

利確と損失のどちらか片方だけでも可能です、返済予約を最大５回迄シミュレーションが出来ます。 

初期値は２回にしています。 

逆指値とは返済予約の損失の事です。 

注文予約と返済予約の利益と損失を同時に入れてセット注文出来ます。 

・返済予約のチュックボックスに☑を入れ、利益と損失の１株当たりの金額を指定すると、返済予約 

となり、即時注文すると返済予約のフォームを自動的に表示し、利益と損失の予約注文の確認と 

スピンボタンでの変更が可能です。 

指値予約注文時にも返済予約に☑を入れてセット注文が出来ます。 

「返済自動」ボタンをクリックすると、自動設定で指定した内容で、自動的に数量と利益損失を 

セットします。 
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  途中で自動決済を解除したい場合は、「ON」のボタンをクリックして解除出来ます。 

  もう一度クリックすると、ONに戻せます。 

  残りの右側の数字は判定までの残りの２秒間隔のカウント数で、その右側は判定値以下の 

カウント数です。 

  判定周期の半分のカウントで自動決済します。 
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３.６ 自動売買 

・「自動設定」ボタンをクリックして各種設定をして下さい。 

  

・自動売買の発注区分「買い」「売り」の指定が出来ます。 

  前場と後場の自動売買の開始と終了時間を設定が出来ます。 

  判定周期の設定が出来ます。 

  自動で購入する金額を指定出来ます。 

  「決済での売り買い」の判定値を指定出来ます。判定周期で判断します。 

  自動売買はセット注文で行いますのでその時の、利益と損失を指定出来ます。但し、4000円以上 

  の株価の場合、内部的に指定の１．５倍になります。 
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・自動売買にするには、「自動」ボタンをクリックして下さい。 

自動中でも、手動での利確損切が出来ます。 

   

 ・自動中に「手動」ボタンをクリックすると、自動を解除して手動に戻ります。 

   
 ・自動で約定した場合。 
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 ・自動決済の時。 
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・手動中でも、通報銘柄のリストボックスをクリックすると「自動エントリー」のフォーム 

 が開きエントリーするか聞いてきます、「はい」をクリックすると株数と利益及び損失を 

自動セットしエントリーします、又利確損切は、自動となります。 
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・手動中でも、約定銘柄のリストボックスをクリックすると「自動エントリー」のフォーム 

が開きエントリーするか聞いてきます、「買い」か「売り」をクリックすると株数と利益及び損失を 

自動セットしエントリーします、又利確損切は、自動となります。 
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３.７ 監視銘柄 

 ・左上に、8銘柄を監視銘柄として指定する事が出来ます。 

  監視したい銘柄を選択して、左の赤い●をクリックすると監視銘柄に指定出来ます。 

  監視銘柄名の上を右クリックするだけで、監視銘柄に登録できます。 

  青色の✕をクリックすると、監視銘柄から削除できます。 

  右端の青色の✕をクリックすると、左側の４銘柄を削除できます。 

  さらに、それぞれの銘柄毎に、現在の気配を５段階の背景色で表示します。 

  銘柄の背景色  判定値 

   赤色・・・・・AR1の判定値以上の時 

   薄赤・・・・・０から AR1 の判定値未満まで 

   白色・・・・・０の時 

   薄緑・・・・・０未満から AR1 の判定値のマイナスを超える場合 

   薄青・・・・・AR1の判定値のマイナス以下の場合 
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４.１ 証券会社の指定 

 ・受発注の証券会社を、各種設定より空売料証券会社の指定又はメインフォームの証券会社名を 

クリックするだけで、３段階表示で変更出来ます。 

 ・楽天証券は、2022 年 3 月 22日より、一日信用の手数料と金利共無料です。 

  空売り料金と、空売り数量を RSS2により自動取得しています。 

・松井証券も、2022 年 9月 1日より、一日信用の手数料と金利共無料です。 

  空売り料金と、売り禁止は松井証券のサーバーより取得しています。 
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４.２ 新規売り禁止の指定 

・銘柄を選択して、メインフォームの右上の「売禁」ボタンを押すと売り禁止銘柄に指定出来ます。 

 「売禁」ボタンをもう一度押すと、売り禁止を解除出来ます。 

 売り禁止銘柄にした後、「更新」ボタンを押すと通報表示から売り禁止銘柄を削除して表示します。 

 終了時に自動的にカレントフォルダーの「松井空売料と売禁止.csv」のファイルに保存します。 

起動時に自動的に「松井空売料と売禁止.csv」のファイルを読み込み、空売り料と売り禁止のデータ 

をセットします。 

売り禁止銘柄の場合、「売り」での通報はしません。 

 ・寄り前に、シート１の気配表示から、売り禁止に指定したい銘柄の行の K 列をクリックするだけ 

で売り禁止銘柄に指定出来ます。もう一度同じ「売禁」のセルをクリックすると、売り禁止を解除 

出来ます。 

 

 

・「売り」の場合シート１の気配表示から、K 列の一番上の「売禁非」のセルをクリックすると、売

り禁止の銘柄も表示します。もう一度同じ「売禁表」のセルをクリックすると解除します。 
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４.３ 空売り料の指定（プレ空料） 

・「空売」のボタンをクリックすると、楽天証券の場合、RSS2より自動取得します。 

松井証券の場合、サーバーの仕様変更により空売料、売禁止と増担保率を取得できなくなりました。 

  

個別に銘柄を選択して、メインフォームのプレ空料の右側に値を指定出来ます。 

空売り料と売り禁止のデータを終了時自動的にカレントフォルダーの「松井空売料と売禁止.csv」 

のファイルに保存します。 

起動時に自動的に松井証券の場合「松井空売料と売禁止.csv」のファイルを読み込み、空売料、売禁止

と増担保率のデータをセットするので毎回指定する必要はありませんが、空売料、売禁止と増担保率

の銘柄は日々更新されるので、空売りをされる場合チェックして下さい。 

「売料」テキストボックスで、空売り料金の指定が出来ます。 

「売禁」ボタンをクリックすると、売り禁止に変更出来ます。 
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・寄り前に、シート１の気配表示の J列の一番上の「売料」のセルをクリックすると、売料を指定 

している銘柄のみを表示出来ます。もう一度同じ「売料」のセルをクリックすると、元の気配 

表示に戻ります。 
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４.４ 増担保の指定 

 ・信用規制銘柄の増担保の設定が出来ます。通常は 30％ですが。増担保がかかると 70％とか 90％ 

 の場合、信用で投資出来る最大の金額が減ります。 

 ・増担保を 30%に戻す場合、30 と記入するか「DEL」キーで出来ます。 

 計算式：信用最大金額＝現金÷増担保％ 

 現金 35万円で増担保 70%の場合、信用最大金額は 50万円迄に減ります。 

  
 

・寄り前に、シート１の気配表示の L列の一番上の「増」のセルをクリックすると、増担保を指定 

している 30%以外の銘柄のみを表示出来ます。もう一度同じ「増」のセルをクリックすると、 

元の気配表示に戻ります。 
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４.５ 注目銘柄 

・IPO等のようにいつ寄りつくかわからない時、注目銘柄に指定しておくと、AR1を飛ばして 

 いきなり、AR2に監視銘柄としてピックアップし素早い通報をあげます。 

 注目銘柄の指定は、メインフォームの「CHK」ボタンをクリックして下さい。 

 解除するときは、再度「CHK」ボタンをクリックして下さい。 

  

・寄り前に、シート１の気配表示のM 列に”CK”として表示します。 

注目銘柄にしたい銘柄の行のM列をクリックするとすぐ注目銘柄に指定出来ます。 

再度同じ所をクリックすると解除出来ます。 

 Ｍ列の１行目をクリックすると、注目銘柄のみを表示します。 

 注目銘柄は一度通報すると解除されます。 
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４.６ コメント表示 

・本日上場する IPOの情報を記入、及びニュース等のトピックスを記入して銘柄別に表示します。 

 コメントのテキストボックスに記入して下さい。 

 コメントに漢字及び、ひらがなを入れる場合は、監視中を停止にして行って下さい。 

  

・「コメント」のラベルの上をクリックすると、昨日終値と買いの気配値と上昇率及び Ov/Und の 

 値をコメントとして自動作成します。 

  

・「✕」のラベルの上をクリックすると、すべてのコメントを削除出来ます。 

  

・監視銘柄のすべてのコメントを、朝のザラ場の前に一括で自動更新します。 
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・寄り前に、シート１の気配表示のN 列にコメントがある場合*として表示します。 

N 列の１行目をクリックすると、コメントがある銘柄のみを表示します。 

同じ所を再度クリックすると解除されます。 
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４.７ 購入可能な株価の最高額 

 ・100 株から 900株迄の購入可能な株価の最高額を表示しています。株数を上下ボタンで変更でき 

ます。 

  ナンピンする時の参考に活用下さい。 
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４.８ 出来高３分間の確認 

 ・ザラ場中に１行目のH列「出３分間」のセルをクリックすると、出来高３分間の大きい銘柄 

からソートして上位３１銘柄を表示します。もとに戻すには同じセルをクリックすると、元の 

通報確認表示に戻ります。 
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４.９ 現在値と３分前比率の確認 

 ・ザラ場中に１行目のG 列「現/３分」のセルをクリックすると、現在値と３分前比率の大きい 

銘柄からソートして上位３１銘柄を表示します。もう一回同じ所をクリックすると、小さい順 

にソートして表示します、もとに戻すには同じセルを再度クリックすれば、元の通報確認表示 

に戻ります。 
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５.１ 銘柄の読込 

  ・ＣＳＶファイルから銘柄コードを読み込めます。 

① 先頭から１、２、３項目目までに４桁の銘柄コード記述が有れば可能です。 

② 通し番号等で４桁Ｎｏ.も想定されるので、使用ファイルで十分確認が必要です。 

③ 参考ファイル： 「楽天ＭＳ（証券会社）」、「EZ-chart（フリーソフト）」、 

    「株羅針盤（シェアウェア・ソフト）」等のデータ読み込みは可能です。 

 

  ・例、楽天のマーケットスピード２より銘柄データの出力方法 

   銘柄セレクターより、銘柄編集➡エクスポート➡すべてのお気に入りにチェックを入れ 

   下段のエクスポートをクリックし、ファイル名を入力して出力して下さい。 
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・「銘柄読込」をクリックして、楽天の csv ファイルを指定して読み込んで下さい。 

   今までの銘柄はすべて削除し、新規読み込みします。 

    

    
   同じコードが複数登録されないようにチェックしています。 

   もし、複数同じコードがある場合は、エラーとコード番号を表示します。 

    

   銘柄データを読み込み後、松井証券のサーバーより、空売料、売禁止と増担保を取得するか聞い

てきますので、「はい」をクリックすると自動でセットします。 
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５.２ 銘柄の追加 

  ・銘柄追加をクリックして、ザラ場中でも１銘柄ずつ、最後に追加することが出来ます。 

   各種株価データを正確に取得するまで約３分かかりますので、それ以降が正式な監視となります。 

    

 

  ・登録したいコード番号を入力して下さい。 

   既に登録されているコードを指定した場合は、“同じコードがあります！”とエラー表示します。 

   コードが存在しない場合“銘柄取得エラー”と表示します。 

    

   登録に成功すると、下記のようにコードと銘柄名を表示します。 
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５.３ 銘柄の削除 

・銘柄削除をクリックして、ザラ場中でも１銘柄ずつ、削除することが出来ます。 

    

 

  ・削除したいコード番号を入力して下さい。 

登録されていない場合は、“コードがありません！”とエラー表示します。 

    

   コードがある場合はコードと銘柄名を表示し削除しますか？と聞いてきますので、削除する 

場合は、“はい”をクリックして下さい。 
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５.４ 売買方法 

  ・まず昨日の履歴が残っている場合は、履歴消去ボタンをクリックして下さい。 

   

  約定と通報履歴をすべて消去しますか？と聞いてきますので「はい」をクリックして下さい。 
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  ・取引区分を確認して下さい。「新規」が緑色になっている事。 

  ・数量を上下ボタン又は、+1000、CLRのボタンで指定して下さい。 

  ・約定単価を成行きで約定したい場合は、「成行約定」にチェックを入れて下さい。 

   チェック無しの時は、現在値が約定単価となり少し甘いトレードとなります。 

  ・買いと、空売りの両建てはサポートしています。 

  ・空売りをする場合は、”新規売禁止”のチェックを外して下さい。 

  ・特別気配のまま、ストップ高又はストップ安に張り付いた場合決済できないので、右下の 

特売買禁止のチェックを外して決済して下さい。 

    

・信用取引の場合、資金を 30 万円以上に指定して下さい。その場合 3.3 倍まで賭けられます。 

   信用ボタンをクリックすると現物となり、資金と同額までしか賭けられません。 

   現物の場合、同じ銘柄に複数回約定した場合、個別の買いの合計が、資金の金額までしか、 

賭けられません。 
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５.５ 各種設定 

  ・「各種設定」ボタンを押して各種指数及び設定の確認をして下さい。 
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〇AR1 は一段階目の判定値で、AR2 は二段階目の判定値です。 

 ・[8s/38s]は、8s 前までの平均株価が、9～38s 前の平均株価と比べた直近の上昇比率です。 

・[現/3分]は、現在の株価が、３分前の株価と比べた上昇比率です。 

 ・[Ov/Und]は、板のオーバー数をアンダー数で割った、比率です。この値が小さい程買いの 

  強度が強いといえます。 

 ・[出差 1 分半]は、出来高の差の１分半前と現在の値との倍率です。この値が大きい程 

買いの強度が強いといえます。 

 ・[出高 3 分間]は、3分間毎の出来高の差です。出来高の少ない銘柄の誤報の除去に活用できます。 

 ・[判定値]は、それぞれの指数に重み付けをして評価点を算出したもので、－50～＋50点です。 

  （）内表示は現在の選択銘柄の設定値を表示しています。 

・[通報表示時間]は、シート１に通報表示して保持する時間で、2s 単位で 2～100sです。 

・AR2 の[現/3 分]は、過熱感を表しており設定値以上の場合、株価が逆方向に動く場合が多い。 

  
・[通報リストボックス]は、メインフォームの左下側の通報リストボックスの最後の行に表示する 

項目を「8s/38s」にするか、買株数（買い可能株数）にするかの選択です。 

・[空売料証券会社]は空売り禁止と空売り料の保存と呼び出しをする証券会社名を指定出来ます。 

・[データフォルダ]銘柄読込で開くフォルダを指定出来ます。 

・[リアルタイムに通報と約定データを保存する]に☑を入れておくと、指定した 

[通報と約定保存フォルダ]にリアルタイムに通報と約定履歴を保存します。 

ネットワークドライブのOne Drive のフォルダを指定すれば、外出先でもスマフォ等で確認する事

が可能です。 

通報履歴を AR_Data.csvに、約定履歴を SDT_Data.csvに保存します。 

AR_Data.csv（通報履歴） 
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   SDT_Data.csv(約定履歴) 

    

・[通報時メロディーと・・・・・]に☑を入れておくと、通報時メロディ及びエラーの時、音でお知ら 

せします。 

  

 ・ナンピン最大回数の指定（1～5）が出来ます。 

デフォルトは 2回です。 

   

 ・楽天コースの設定 

  楽天証券の場合、超割コース又は一日定額の選択をして下さい。 

  大口優遇の場合はチェックを入れて下さい。 

  

 ・半自動注文の選択 

  半自動（エントリー手動で決済自動）で注文しない場合チェックを外して下さい。 
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５.６ 通報過程表示 

・シート１の上部に順張の AR2と AR1 の通報過程銘柄を表示。 

 選択したい銘柄名のところでクリックするだけで、その銘柄を選択しメインフォームに表示します。 

 G列「8s/38s」の直近の株価でソートしています。 

・注目するポイント。 

① F 列の「8s/38s」が赤色で上昇傾向。 

② G 列の「現/3分」が赤色で上昇傾向。 

③ H 列の「出３分間」の間の出来高の推移が上昇傾向。 

選択して、ネットストック・ハイスピードの銘柄のところで、右ボタンをクリックし貼り付けをク

リック後、エンターして株価チャートで推移を確認し、上昇傾向であればエントリーして下さい。 
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・選択したい通報銘柄名のところでクリックすると、売買可能な選択銘柄となります。 

すべて同時監視していまが、買い／売りの２種類の通報出力をON/OFF出来ます。地合いと好みに

応じて選択して下さい。 

 

 ・「順張り」の場合先頭の「↑」は買いで通報、▽は売りで通報します。 
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・通報銘柄を選択するとその、通報内容と通報から経過した時間を右下に表示します。 

選択したい通報銘柄名のところでクリックすると、売買可能な選択銘柄となります。 

   先頭の「↑」は「買い」で通報 

    

   先頭の「▽」は「売り」で通報、空売り禁止銘柄は通報しません。 

    

   先頭の「▲」は「逆張 買い」で通報します。 

先頭の「▼」は「逆張 売り」で通報、空売り禁止銘柄は通報しません。 
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５.７ キーバッファ取り込み 

・通報銘柄名をクリックすると、キーバッファに取り込み、松井証券の板発注又は、楽天 

証券の板発注の時、コード番号を入力しなくても、マウスをコード番号の所に持って 

いき、右ボタンで貼り付けを選択し、エンターするだけですばやく、銘柄コードを設定する 

ことが出来ます。 

 

・メインフォームの左上の約定履歴のリストボックスで、コード番号及び約定履歴の行で 

クリックすると、その銘柄を選択しキーバッファに取り込みます。 

   

・メインフォームの左下の通報履歴のリストボックスの、各行でクリックすると、その銘柄を 

選択しキーバッファに取り込みます。 

 

松井証券（ネットストック・ハイスピード）  楽天証券（マーケットスピード２） 
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５.８ 評価損益 

・買い又は売りのボタンを押すと、その時の評価損益を左上のリストボックスに表示します。 

ナンピンの回数は５回迄です。 

   

 ・返済する場合は、取引区分の「返済」ボタンをクリックし、数量を指定し、売りボタンをクリック

して下さい。左上に約定履歴を表示し、損益の一日累計を更新します。 
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５.９ モニター表示 

・２画面が推奨です。 

  左側のモニターの左側の上にリアルデイトレのメインフォーム、下側にシート１を表示しています。 

  左側のモニターの右側には出来高フィルター付き歩み値を表示しています。 

   

   

  右側のモニターの左側には武蔵(板)、一分足チャート、５分足チャートと銘柄セレクター 

  を表示しています。 
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６.１ 通報表示 

・左下のリストボックスは、「通報」「約定」「松井」の３種類の表示をします。 

 その右横のボタンで選択出来ます。 

・「通報」をクリックすると、「買い」か「売り」のチェックされた項目をリスト表示します。 

 

・何も表示がない時、「開」をクリックすると選択ダイアログが開き以前のファイルを選択 

表示出来ます。 
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・通報履歴の銘柄の所をクリックすると、下のシートに通報の３分前と通報の３分後の株価の 

推移を表示します。 

 シート 1に戻す場合は左上のシート 1 をクリックして下さい。 

 

  ・表示がある場合は、関連付けされたアプリで詳細表示されます。 

  

 

・「閉」をクリックすると、表示を削除するか選択後実行します。 
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６.２ 約定表示 

・「約定」をクリックすると、リスト表示します。 

   

 ・何も表示がない時、「開」をクリックすると選択ダイアログが開き以前のファイルを選択 

表示出来ます。 
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 ・表示がある場合は、関連付けされたアプリで詳細表示されます。 

  

 

・「閉」をクリックすると、表示を削除するか選択後実行します。 
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６.３ 楽天・松井約定表示 

・「楽天」「松井」をクリックすると、リスト表示します。 

  

 

・何も表示がない時、「開」をクリックすると選択ダイアログが開き以前のファイルを選択 

表示出来ます。 

   



リアルデイトレ Ver.2.00.09取説 

74 

・表示がある場合は、関連付けされたアプリで詳細表示されます。 

   

 ・「閉」をクリックすると、表示を削除するか選択後実行します。 
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６.４ 監視銘柄 

 ・左上の監視銘柄の８銘柄のうち１銘柄をクリックするだけで選択出来ます。 

  銘柄名の左の●をクリックすると登録でき、✕をクリックすると削除出来ます。 

  キーバッファに格納して、空白の銘柄の場合は左クリックで、銘柄がある場合は右クリック 

で登録出来ます。 

  登録した銘柄は起動フォルダーに監視銘柄.csvファイルとして保存しています。 

  起動時に読み込みます。 

  
 ・右横の２つの✕ボタンはそれぞれの行の登録４銘柄を一括削除します。 
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６.５ 確認表示 

・新規予約注文時又は、返済予約注文時に 

   

 

・他の通報銘柄を確認したい時、リストボックスで銘柄をクリックすると 
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・新規確認画面が開き確認する事が出来ます。但し確認表示のみで発注は出来ません。 
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６.６ 歩み値表示 

・メインフォームより「歩値」をクリックして下さい。 
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・右側にノーマルな歩み値、左側に出来高フィルター付きの歩み値を表示します。 

 出来高フィルターの値は、各種設定から歩み値フィルター金額で指定出来ます。 

 デフォルトは 200 万円です。 
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６.７ 監視銘柄のチャート表示 

・メインフォームより「チャート」をクリックして下さい。 

メインフォームの下に監視銘柄の３分間の株価チャートを表示します。 

チャートの銘柄名をクリックするだけで、選択しコード番号をキーバッファに取り込みます。 

  

  

・銘柄の横には３分間の出来高差を表示しています。 

  

・メインフォームの同じ位置の「メイン」をクリックすると元のシート１を表示します。 
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リアルデイトレ Ver.2.00.09取説 

82 

６.８ 繰り返しタイマー表示 

・メインフォームの右にタイマーの分数と残り秒数を表示しています。 

  

 5 分は 5分足の時のタイミングを計ります。 

 5 分と所をクリックすると 3 分に切り替わります。 

 3 分は朝の寄りでストップになっている銘柄の株価の更新タイミングを計ります。 

 右の残り秒数の所をクリックすると背景色が赤色になりブザー音で知らせます。 

 もう一度同じ所をクリックすると音のお知らせを解除します。 
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７.１ シート１表示  

 ・「終了」ボタンを押した場合メインフォームを終了します。再度メインフォーム表示したい時は、 

シート１の「デイトレ」ボタンを押すと再度メインフォームを表示します。 

   

 

 ・PM３時以降又は 8時より前の時に、F 列「買/前日」をクリックすると、シート１の 2行目から 

昇順でソートし「F」列に価格×出来高/1000 の値を表示します。 

もう一度同じところをクリックすると元に戻ります。 

  出来高の少なくなった銘柄を検索し削除するのにご使用下さい。 
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 ・D列「前終値」をクリックすると、シート１の 2行目から昇順でソートし「F」列に価格幅率の値を 

小さい順に表示します。価格幅率の小さい銘柄を検索し削除するのにご使用下さい。 
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７.２ 信用情報表示 

 ・情報ボタンを押すと、選択された銘柄の信用情報を表示します。 
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７.３ お知らせ音 

・「AR2」の通報時、お知らせ音で通報します。 

 メイン画面より「各種設定」ボタンをクリックします。 

  

  

確認したいときは、「鳴らす」をクリックして下さい。 

メロディを変更する場合は、「選択」をクリックして wav ファイルを開いて下さい。 

通報時とエラーの時音を鳴らしたくない時はチェックを外して下さい。 
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７.４ 集計機能 

 ・終了時に、銘柄ごとに並び替え、損益を計算し時系列でシート４に出力すると同時に、現在の 

フォルダの下に「集計」さらにその下に年月フォルダを作成し、年月日の名前の日ごとの 

エクセルファイルを出力します。同時に、シート６に月単位で日々の損益を集計し、年月の 

名前の月別のエクセルファイルを出力します。 

   

   

   

  Microsoft Excel 以外の Excel 互換ソフト、例えば Kingsoft SpreadSheets 又は LibreOffice 等で 

  開く事をお勧めします。なぜなら、Microsoft Excel で開くと、現在のリアルデイトレの株価取得 

  が出来なくなる為です。 

 

 

 

 

 

 

   

  

月別の集計ファイル 

日ごとの集計ファイル 
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・日ごとの集計 
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・月別の集計 
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７.５ 松井集計機能 

・松井証券の一日信用のトレード履歴を読み込み、分かりやすい形式に変換し、ファイルを保存 

すると共に月別の集計データも自動作成します。 

・松井証券のお客様サイト（クラシックではない）へログインし、一日信用のトレード履歴を保存 

します。 

 

  

・「株式取引」より、「株式注文照会」をクリックして下さい 

  

 

  



リアルデイトレ Ver.2.00.09取説 

91 

・CSV 出力をクリックして下さい。 

  

 

・左下の「…」のオプションをクリックし、フォルダーに表示をクリックして下さい。 

 

  

・エクスプローラーが起動し一番上の csvファイルをカレントフォルダーの下の「松井集計」 

の下の「年月」フォルダーの中にドロップして下さい。 
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・松井証券の下の「読込」ボタンをクリックして下さい。 

  

  ・松井証券の注文照会より保存したファイルを選択して下さい。 
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・現在のページが複数ページある場合は、「ページ指定」で次のページを指定して下さい。 

  

 ・「CSV 出力」をクリックし、最初のページと名前を変えて保存して下さい。 

  

・「追加読込」をクリック履歴を追加して下さい。 

  

  ・「松井集計」ボタンをクリックして下さい。下に損益を表示し左のリストボックスに表示します。 

  



リアルデイトレ Ver.2.00.09取説 

94 
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 ・集計データが自動的に日付の名前を付けて保存されます。 
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７.６ 楽天集計機能 

・楽天証券の一日信用のトレード履歴を読み込み、分かりやすい形式に変換し、ファイルを保存 

すると共に月別の集計データも自動作成します。 

・MarketSpeed2 総合より注文約定の下の約定照会を選択します。 

  

・約定照会の右側の下矢印をクリックします。 

  

・名前を付けて保存ダイアログが表示されます。 
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・メインフォームの「楽天」をクリックします。 

  

・名前を付けて保存の上にカーソルをあて、左クリックし、右ボタンで貼り付けを選択しエンター 

します。 

  

  

・任意のファイル名を付けて csvファイルを保存して下さい。 

  

・約定履歴を時系列で表示します。 
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・リアルデイトレに戻り楽天証券になっていない時は、各種設定より証券会社名を楽天証券に指定。 
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・別の簡単な方法として、他の証券会社名の所を楽天証券になるまでクリックして下さい。 
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・読み込みをクリックし、MarketSpeed2より保存した csv ファイルを読み込みます。 
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・トレードを続けて、Marketspeed2 より同じファイル名を上書きした場合、読み込みをクリック 

 すると前回と同じファイルを開きますかと聞いてくるので「はい」をクリックするだけで、すばやく 

 ファイルを読み込み、損益を計算し下に表示し、さらに左のリストボックスに履歴を表示します。 

  

・集計をクリックすると、その月の収支を計算し下に表示します。 

  

 

 

  



リアルデイトレ Ver.2.00.09取説 

102 

７.７ RSS 切り替え機能 

・Market SpeedとMarketSpeed2 付属の RSSですが、それぞれに癖があり、Market Speedの RSS の 

 場合、サーバーよりの取得は高速なのですが、突然おそくなったり、一部接続出来なくなったり 

 する不具合が生じます、MarketSpeed2は安定しているのですが、少し重たく遅延が生じます。 

・Market SpeedとMarketSpeed2 付属の RSSのどちらを使うかの選択が出来ます。 

  
・自動選択にすると、8:50迄は RSS2 で 8:50 から 11:30 迄は RSS1で接続し、11:30から 12:20 迄は 

 RSS2で接続し、12:20 から 15:00迄は RSS1 で接続し、それ以降は RSS2で接続します。 

 要は、ザラ場の時は RSS1 で高速性を重視した接続をする方法です。 

・メインフォームの自動をクリックすると手動になり、左の RSS2 をクリックすると RSS1 になり 

 再設定します。 
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７.８ 板 RSS切り替え機能 

・Market Speedの RSS１の場合、サーバーよりのアップは高速なのですが、突然おそくなったり、 

一部接続出来なくなったりする不具合が生じる対策として板の価格と数量の表示は、ws32 にて 

個別に取り込んで表示しています。 

・Market SpeedとMarketSpeed2 付属の RSS１・２のどちらを使うかの選択が出来ます。 

 赤丸印の RSS*をクリックすると 1と 2をトグルで切り替え出来ます。 
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７.９ 値幅制限と値幅上限値の表示 

・赤丸印の値幅のコマンドボタンをクリックすると値幅制限の表を表示します。 

 選択銘柄の値幅上限値を表示します。 

 値幅上限値のところをクリックすると４倍値幅になります、もう一度クリックすると解除します。 
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８.１ 終了時の処理 

 ・終了時に以下のデーターを自動的に保存します。 

① 売り禁止、空売り料のデータをデータフォルダに保存します。 

 

② 通報データを通報のフォルダとその下に年月フォルダを作成し保存します。 

 

       
③ 約定データを約定のフォルダとその下に年月フォルダを作成し保存します。 

 

       

④ 集計データを集計のフォルダとその下に年月フォルダを作成し保存します。 
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８.２ ライセンス登録 

 ・14 日間の評価期間が過ぎると。売り買いのシミュレーションが出来なくなり、登録銘柄数が 

300 から 10銘柄になると共に、松井証券及び楽天証券の約定集計機能が使えなくなります。 

 ・ライセンス番号の取得は、ベクターのシェアレジ 

https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se522632.html 又は、銀行振込でお願いします。 

 ・登録ボタンをクリックし 

   

  ・ライセンス番号を入力して下さい。 

   

 

８.３ ヘルプ 

 ・ヘルプボタンで、pdfのヘルプが表示されます。 

   

 

  

https://www.vector.co.jp/soft/winnt/business/se522632.html
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８.４ バージョン履歴 

 ・Ver. 1.02 

・新規売り禁止のチェックボックスの追加 

・特売買禁止のチェックボックスの追加 

 

 ・Ver. 1.03 

    ・シート１のリスト表示は、リスクは増えますが、効率よく稼ぐ為に急騰銘柄を「逆張」 

のみでなく、「順張」にも対応しました。 

    ・逆張通報時のお知らせ音を追加しました。 

 

・Ver. 1.04 

    ・松井証券の一日信用のトレード履歴を読み込み、分かりやすい形式に変換しファイルを保存

すると共に、月別の集計データも自動作成します。 

・「BRK」N 分間レンジブレイクアウトモードの追加。 

・注目銘柄の機能を廃止。 

 

・Ver. 1.05 

    ・２段階方式にし、「買」「売」同時監視、通報確率の精度を向上しました。 

    ・「BRK」N 分間レンジブレイクアウトモードは廃止。 

    ・Market Speed と RSS も自動起動 

・空売り禁止、空売り料と増担保率を松井証券のサーバーより取得して自動でセットします。 

・予約注文が実際の板発注と同じように、しかも両建てで、シミュレーションが出来ます。 

・自動売買シミュレーションの搭載。 

 

・Ver. 1.06 

    ・値幅制限と値幅上限値の表示 

 

・Ver. 2.00 

    ・監視銘柄の３分間株価チャートの表示 

    ・販売価格を 50%値下げ 
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８.５ その他 

・リアルデイトレのご購入は下記メールにてお申込み下さい。 

・折り返し、料金振込先の口座をご案内いたしますので、料金 2,860円(税込み)をお振込み下さい。 

（振込手数料は、お客様のご負担となります。） 

・料金のお振り込みが確認できましたら、ライセンスキーをメールにてご案内いたします。 

 

・メールアドレス 

matunari@ms7.megaegg.ne.jp 

 

・ホームページ 

マッシーのデイトレ https://matunari.biz 

 

  

 

mailto:matunari@ms7.megaegg.ne.jp
https://matunari.biz/
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