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著作権及び免責事項等 

トレードシステムおよび利用マニュアルについての著作権や免責事項等について以下に記しておりますので、ご

一読いただきご納得の上、ご利用ください。 

 

●著作権及び免責事項等 

トレードシステム『Yen Traveler』（以下、トレードシステム）及び本マニュアルは著作法で保護されている著作物

にあたります。使用にあたっては、以下にご注意ください。 

 

トレードシステム及びマニュアルの著作権は、株式会社テラスに帰属します。 

 

トレードシステム及びマニュアルは配布されたお客様限りでご使用ください。また、本書を第三者に閲覧させたり、

譲渡、売却することを禁止します。 

  

株式会社テラスの書面による事前許可なく、著作物の一部または全部をあらゆるデータ蓄積手段（印刷物、電

子ファイル、ビデオ、ホームページ等）により、引用、複製、転売、転用、転載することを禁じます。 

  

無断で複製、転売、転用、交換、転載の事実が認められた場合、法的な手段が取られます。 

 

著作物は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、その正確性、完全性を保証するも

のではありません。また、著作物は過去データをもとに有効に機能した投資法を解説したものであり、お客様の

将来の投資成果を一切保証するものではありません。投資は自己責任にもとづいて行ってください。 

  

著作物は、お客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取

引の勧誘を目的としたものではありません。本書で提供する情報を使って生じた不利益、損害に関し、当情報作

成者及び情報提供元は、一切の責任を負わないものといたします。 
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第１章 

開発者の紹介 
 

このたびは『Yen Traveler』をダウンロードいただき、ありがとうございます。 

開発者の Knowledge Library for Happiness（略：KLH）です。FXのシステムトレード歴は 10年で、

はじめはエクセルで分析をおこなっていました。その後、MetaTrader 4(以下 MT4）の魅力に取

りつかれ、EAの開発に関しては 9年の経験があります。 

 

今回は MFI（Money Flow Index）というテクニカル指標を用いてボラティリティを元にした取引手

法となります。Money Flow Index は MT4に標準搭載されているテクニカル指標ですが、使用し

ている人は多くありません。しかし、Money Flow Index の挙動に注目することで、エッジの効い

た取引を狙います。 

 

（参考）： EA提供元の株式会社テラスとは？ 

 

テラスは 257 名の精鋭クリエイターが競い合い開発されたシステムトレードを提供する専門サ

イトを運営しています。今回、開発者 Knowledge Library for Happinessはテラス経由で EAを皆

様にご提供しています。 

 

同社は「日本の個人投資家の“投資パフォーマンス”を世界一に。」を経営目標に掲げ、FX、

株、日経 225 に関する優れたシステムトレードを広く投資家の方にご提供するため、「システム

トレードのテラス」という販売サイトを運営しています。 

http://www.openterrace.jp/ 

同社は FX のみならず、国内有力 FX 各社において Mirror Trader のストラテジーも多く提供し

ています。また代表者である林氏は EA 作成のためのセミナー開催や、総視聴率数 26 万の

ZAI FX!TVに出演するなど、システムトレードの投資家教育にも力を入れています。 

 

  

http://www.openterrace.jp/
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第 2章 

EAの特徴 
 

●概要 

Yen TravelerはOANDA Japan株式会指定のMT4において、残高（Balanace）が指定金額以上

の場合にご利用できる自動売買システムです。 

 

●投資法内容 

投資手法の根幹は MFI（Money Flow Index）というオシレーター系指標です。MFI とは、相場の

中でお金が買い、売りどちらの方向に流れているのかを株価と出来高から見極めるために作

られた指標です。 

MFI は、「Money Flow Index」の略で、日本語でもそのまま「マネー・フロー・インデックス」と呼ば

れています。 

RSI と似た特徴を持つ指標で、実際にチャートの動き方も似ていますが、RSI は価格変動しか

考慮していないのに対し、MFI は出来高も考慮しているという点で違いがあります。 

 

上の図は、USDJPY の 30分足チャートに MFI（期間 14、青色の線）を表示したものです。 

一般的な使い方として、20 を下回ったら売られすぎ、80 を上回ったら、買われすぎと判断しま

す。 
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《MFI（Money Flow Index）の売買ポイント》 

買い 

1.  MFI が 20％以下になったら売られすぎで買い。 

2.  20％以下で推移していたＭＦＩが 20％を上抜いたタイミングで買い。 

3.  ローソク足とＭＦＩのダイバージェンスに注目。 

売り 

1.  ＭＦＩが 80％以上になったら買われすぎで売り。 

2.  80％以上で推移していたＭＦＩが 80％を下抜いたタイミングで売り。 

3.  ローソク足とＭＦＩのダイバージェンスに注目。 

 

 

【MFI（Money Flow Index）の計算式】 

TP＝（高値＋安値＋終値）÷3 

MF＝平均株価×出来高 

PMF＝前日比で TP が上昇した n 日の MFの合計 

NMF＝前日比で TP が下落または変わらなかった n日の MF の合計 

n日= 任意の日数。一般的には 14日が良く使われます。 

 

MFI = 100 - (100÷(1＋（PMF÷NMF））） 

※値は 0～100 の間をとります。 

 

OBV やボリュームレシオでは単純に終値が高いか安いかを基準としますが、 

MFI（Money Flow Index）は TP を一日の平均値を基準にするため、日中の値動きが計算に含

まれる事になります。 

 

また、 MFI（Money Flow Index）以外に、トレンドを判定するロジックを搭載し、判定したトレンド

に逆らわない形で最大 3ポジションまで機動的に仕掛けることも特徴です。 

 

決済は、設定した利食い値、損切値で行います。また、高値、安値を監視し、相場が一方に行

き過ぎ、買われすぎ、売られすぎといった場合に決済を行います。  
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第 3章 

EAの初期設定 
 

 

 手順 

1 MT4の[Experts]フォルダの場所を確認します。 

MT4を起動 → メニューバーの[ファイル」 → [データフォルダーを開く] 

  

2 下記のようなウィンドウが開きます。[MQL4]フォルダを開きます。 
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 手順 

3 下記のようなウィンドウが表示されます。[Experts]フォルダを開きます。 

  

 

4 [Experts]フォルダの中に、ダウンロードした Zip ファイル内の[Yen Traveler.ex4]ファイルをコピーし、貼り

付けます。 

5 MT4を閉じます。 
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第 4章 

    利用方法と注意事項 
 

 

 手順 

1 パソコンのデスクトップにある OANDA - MetaTraderのアイコンをクリックして MT4を起動します。 

2 投資する通貨ペアのチャートと時間足を表示します。 

 

・メニューの[ファイル] → [新規チャート] → 「下記いずれかの通貨ペア」 

USD/JPY（米ドル／日本円） 

EUR/JPY（ユーロ／日本円） 

 

・メニューの[チャート] → [時間足設定]→ 「5分足」 

 

3 メニューの[ツール]から[オプション]を選択し、[Expert Advisors(エキスパートアドバイザー)]のタブをクリッ

クします。 

下記のとおり、チェックを入れ、[OK]ボタンを押してください。 
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 手順 

4 一度、MT4 を閉じてから、再度、立ち上げなおします。そうすると、左の[ナビゲーター]ウィンドウの中の

[Expert Advisors(エキスパートアドバイザー)]内に入手した EA名（Yen Traveler）が表示されます。 

該当のトレードシステム(EA)を選択し右クリック、[チャートに表示]を選択します。 

  
 

5 ポップアップ画面があらわれますので、下図のとおりチェックを入れ、[OK]ボタンを押してください。 

 
6 [パラメーターの入力]タブをクリックします。 

基本ロット数を Lots 行のバリュー欄で指定します。0.01 ロットは 1,000 通貨、0.1 ロットは 10,000 通貨、１

ロットは 100,000 通貨の取引を行うことを意味します。Lots 行のバリューの項目は初期設定で 0.1 と入力

されているため、1ポジションあたり 10,000通貨の投資を行います。 

なお、Yen Travelerは最大 3ポジションまで投資する投資法です。基本ロットを 0.1 と設定すると、0.1ロッ

ト×3ポジションの最 0.3ロットまでポジションを持ちます。 

 

 

  

Yen Traveler 
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 手順 

たとえば、ここのバリューの項目をダブルクリックして、0.01 と数値を打ち込むことで 1,000 通貨に取引数

量を変更することができるようになります。 

 

・他の項目は必要に応じて変更できます。参考にありますパラメーター設定を見ながら、ご設定ください。 

・最後に[OK]ボタンを押します。 

 

なお、以下の警告がポップアップで表示された場合の内容及び対応は以下の通りです。 

●Account Balance Error 

口座の残高（Balance）が OANDA Japanの指定金額に満たないため、稼働しません。指定金額以上の残

高にしたのち、ご利用ください。 

 

●Broker Error 

OANDA Japan以外のFX会社のMT4にEAをセットしています。OANDA Japan MT4をご利用ください。 

 

●Period Error 

チャートの時間足設定が間違っています。チャートの時間足を「5分足」に設定してください。 

 

7 画面上部のツールバーに[自動売買]というボタンがあるのでクリックして有効にします。 

有効になっていれば、下記のようになります。 

 

8 画面右上のツールバーにスマイルマークが表示されていれば、自動売買が稼働します。 
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（参考） 

チャート設定 

項目 設定 

通貨 下記の通貨ペアを選択ください。 

 

USD/JPY（米ドル／日本円） 

EUR/JPY（ユーロ／日本円） 

 

時間足 5分足対応 
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パラメーター設定 

パラメーター 説明 初期設定 

MagicNumber マジックナンバーを設定できます。マジックナンバーとは 新規注文

時に付ける識別番号です。 （付けられる数字 1～2147483647） 

 

例えば同じ MetaTrader 4に 2つの異なる EAが動作している時 ど

ちらの EA が発注した注文かを見分けるための番号です。そのた

め、EA毎に異なるマジックナンバーを設定する必要があります。 

 

もし、他に運用している EAがある場合、その EAのマジックナンバー

とは異なる数値をご入力ください。 

739282 

Lots 基本ロット数を指定できます。 

0.01ロットは 1,000通貨、0.1ロットは 10,000通貨、1ロットは 100,000

通貨を意味します。 

 

たとえば、Lots 行のバリューの項目をダブルクリックして、0.01 と数

値を打ち込むことで 1,000通貨に取引数量を変更することができるよ

うになります。 

 

0.1 

（10,000通貨） 

takeprofit_valu_sell 売りポジションの利益が何 pips になったら、利益確定をするか（テク

ク・プロフィット）を数値で指定できます。 
186（pips） 

takeprofit_valu_buy 買いポジションの利益が何 pips になったら、利益確定をするか（テク

ク・プロフィット）を数値で指定できます。 
79（pips） 

stoploss_valu_sell 売りポジションの損失が何 pips になったら、損切りを行うか（ストップ

ロス）を数値で指定できます。 
50（pips） 

stoploss_valu_buy 買いポジションの損失が何 pipsになったら、損切りを行うか（ストップ

ロス）を数値で指定できます。 
182（pips） 
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あくまで一例ですが、EUR/JPY（ユーロ／日本円）でのパラメーターの設定値を下記に記載しておきます。 

 

パラメーター EUR/JPY での設定例 

takeprofit_valu_sell 199(pips) 

takeprofit_valu_buy 153(pips) 

stoploss_valu_sell 120(pips) 

stoploss_valu_buy 10(pips) 

 

 

※EA のパラメーターを再設定したい場合は、EA がセットされたチャートを選択し、[F7]ボタンを

押してください。 
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第 5章 

お問合せについて 
 

 

問合せについては、「EA が稼働しない（スマイルマークがでない）」というご質問をたくさんいた

だきます。しかし、実は問合せをいただく前に落ち着いて本利用マニュアルを再度ご確認いた

だくと、簡単に問題が解決することが多いのです。 

 

実際に解決した問合せの多くはマニュアルの読み飛ばしであったり、パスワードの入力間違い

だったり、といった些細なミスが原因のようです。 

 

いち早く問題を解決して EA を稼働させていただくためにも、本マニュアルを再度ご確認いただ

ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

特に EA をチャートにセットした場合に発生する警告のポップアップがあった場合、「第 4 章 利

用方法と注意事項」の第 6項をご確認ください。 

 

それでも解決しない場合、下記 URLよりお問合わせください。 

http://www.openterrace.jp/contact.html 

（質問の際は、「Yen Traveler について」と必ずご記入ください。） 

 

また、OANDA Japan にもサポート窓口がございます。 

https://www.oanda.jp/trade/web/ApplyJpAction.do?p=0 

 

本システムとマニュアルが、あなたの投資にとって新しい切り口となることができれば幸いで

す。 

 

 Knowledge Library for Happiness 

http://www.openterrace.jp/contact.html
https://www.oanda.jp/trade/web/ApplyJpAction.do?p=0

