
   

デザインと機能が融合した高次元トレーディングツール

かんたんFX操作ガイド

FX自動売買対応トレーディングツール
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高速性・操作性・デザイン性が　高次元で融合した取引ツール
「マーケットスピードFX」で広がる　自由な投資の世界へようこそ！

「マーケットスピードFX」は公益財団法人日本デザイン振興会主催の
「2012年度 グッドデザイン賞」を受賞しています。

豊富な投資情報で
お客様の取引を
サポート！

（P5～P7）

情報ベンダー3社
（トムソンロイター、フィスコ、
グローバルインフォ）からの
最新ニュースがリアルタイム
で閲覧可能。

（P7）

多彩な取引スタイルに合わせた
高カスタマイズ性。
ほぼすべての情報の
表示有無・順序を
シンプルな操作でスムーズに
編集可能。
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高速性・操作性・デザイン性が　高次元で融合した取引ツール
「マーケットスピードFX」で広がる　自由な投資の世界へようこそ！

リアルタイムで
入出金可能
(P22)

40種類以上の
テクニカル分析を搭載
した高機能チャート

（P6）

特 

徴

シンプル＆
スピーディーな
注文機能（P8～P9）
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「マーケットスピードFX」を体験してみよう！
～ダウンロードからインストール、ログインまで～

「マーケットスピードFX」はどなたも無料でご利用いただけます。さっそくダウンロード＆インストールしてみましょう。
ここでは「Windows 7」の画面を例にご説明しています。他のバージョンのOSでは画面が若干異なりますが、
基本的な操作は同じです。

❶インターネットブラウザを使って 
　「http://marketspeed.jp/fx/」にアクセスし、マー

ケットスピードFXのトップページを表示してください。

❶マーケットスピードFX起動後、画面右上の「ログイ
ン」をクリックしてください。

❷表示されたログインウィンドウにお客様のログイン
IDとログインパスワードを入力し、「ログイン」ボタ
ンを押せば、楽天証券のマーケットスピードFX用
サーバと接続します。

❺ダウンロードが終了すると、デスク
トップ上に赤色のインストールアイ
コンが作成されます。ダブルクリック
すると、インストールが始まります。

❻インストール終了後、「完了」をクリックしてください。

❼デスクトップ上にマーケットスピード
FXのショートカットアイコンが表示
されます。

ダウンロード ～インストールの手順 ログイン

ヒント うまくログインできないときは

楽天証券のログインIDは大文字半角英字と数字
の組み合わせです。小文字または全角文字で入
力するとログインできません。
●全角文字になっていませんか？

⇒半角大文字で入力してください。

ここに「ID」を
半角大文字で入力

ここに「パスワード」を大文字、
小文字に注意して入力

●お手元キーボードのNumLockのランプは消
えていませんか？
⇒テンキーの機能がOFFになっています。 

テンキーをお使いになる場合はNumLockを
   押下してランプを点灯させてください。

全角モード

半角モード

❷「今すぐダウンロード」ボタンをクリックしてください。

❸「名前をつけて保存」をクリックしてください。
(Internet Explorerの場合は「実行」ボタンで直接
インストール可能)

❹ファイルの保存場所をデスクトップに指定後、「保存
（ｓ）」をクリックしてください。

D
L

／
ロ
グ
イ
ン
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「マーケットスピードFX」は投資情報をリアルタイムに入手
充実のチャート、ニュース配信などの情報ツールで好機を逃さない
通貨ペアごとのプライスが一目でわかるレート一覧、約40種類のテクニカル分析指標、情報ベンダー３社から配信
されるニュースなど、FXに関する重要な情報をリアルタイムでキャッチし、スピーディーに取引することが可能です。

通貨ペアごとのプライスをリスト形式で確認できます。通貨ペアをダブルクリックすることで注文画面を表示するこ
とができます。

通貨ペアごとのプライスをダッシュボード形式で確認できます。レートパネルから発注が可能です。

情報

レート一覧

レートパネル

【レートパネルからの発注手順】

❶ロックボタンをクリックして取引ロックを解除

❷注文種別を「AS」「新規」「決済」から選択
　※「AS」は「ASストリーミング注文」(P7)を参照

❸数量、スリッページを指定し、「買」か「売」の
レートをクリック

※クリックした瞬間に約定するため、「買」「売」の相違にご
注意ください。

ロック状態（取引不可）

ロック解除状態（取引可能）

情
報
／
レ
ー
ト
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チャート

特殊チャート

足種は「Tick」から「月足」まで
16種類から選択できます。

本数、描画期間を指定
できます

チャート上にトレンドラインや
フィボナッチなどを描画できます。

テクニカル選択はトレンド系21種類、オシレーター系23種類からそ
れぞれ5種類まで表示できます。また、チャートの形状を「ロウソク足」

「折れ線」「平均足」「ドット」「バー」から選択できます。

価格軸・時間軸上でマウスの
ホイールを動かすことで拡大・
縮小ができます。

テクニカルチャートについてもっと詳しく知りたい方は
「マーケットスピードFX」のオンラインヘルプで各テクニカルチャートの見方について解説しています

「ポイントアンドフィギュア」「新値足」「カギ足」のチャートが表示できます。

オンラインヘルプのURLはこちら
https://www.rakuten-sec.co.jp/MarketSpeedFX/onLineHelp/

グローバルメニュー内
ヘルプ オンラインヘルプ 情報 チャート

【印刷】
画面上で右クリックし、「チャート印刷」を選択します。

【保存】
ご自身で設定したテクニカルなどを表示したチャートは「マイチャート」として保存できます。（7つまで）
画面上で右クリックし、「マイチャート」⇒「登録」を選択します。

情
報
／
チ
ャ
ー
ト
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時系列

ニュース

市況情報

動画

通貨ペアの時系列数値情報を確認できます。

日足（4本値、前日比、5日移動平均、25日移動平均、スワップ金額）
週足（4本値、13週移動平均、26週移動平均）　　月足（4本値、9ヶ月移動平均、24ヶ月移動平均）

情報ベンダー3社（トムソンロイター、フィスコ、グローバルインフォ）から配信されるニュースをご覧いただけます。
ヘッドラインをダブルクリックすると本文が表示されます。（要ログイン）
指定した期間での検索、キーワード検索、ジャンル選択が可能です。

コモディティ、株価指数、株価先物指数、債券の現在値、前日比等をご覧いただけます。

メニューから「楽天証券」「日経CNBC」「Bloomberg」「REUTERS」の4社の公式サイトの動画を見ることができます。
登録したい動画があれば、メニュー内「登録・変更」からブックマーク登録が可能です。
また、YouTube検索ボックスでテキスト検索し、お好きな動画を再生することができます。

情
報
／
ニ
ュ
ー
ス
、動
画
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シンプル&スピーディーな取引を実現
「マーケットスピードFX」の注文方法

マーケットスピードFXの売買注文は、グローバルメニュー「注文」からはもちろん、各種照会画面(注文、約定、建玉)や
レート画面(一覧、パネル)、チャート画面(チャート、特殊チャート)からも発注が可能です。

リアルタイムで提示されているレートを、新規・決済の区別
なく、お客様の任意のタイミングで売買する注文方法です。

＜発注方法＞
①通貨ペア、②数量、③スリッページを指定し、売りの場合
はプライスボードの青い画面の価格を、買いの場合は赤い
画面の価格をクリックします。(④)

※スリッページの初期設定値は3.0となっています。
※ASストリーミング注文を利用するには事前に設定が必要です。

「口座」⇒「各種設定」の
「ASストリーミング設定」から、設定を行ってください。

リアルタイムで提示されているレートを、お客様の任意のタ
イミングで売買する注文方法です。

＜発注方法（新規取引）＞
①通貨ペア、②注文区分（新規）、③数量、④スリッページを
指定し、売りの場合はプライスボードの青い画面の価格を、
買いの場合は赤い画面の価格をクリックします。
新規の買い（売り）注文を成立させた後、新規の売り（買い）
注文を行うと、両建て状態となりますので、ご注意ください。

<発注方法（決済取引）>
①通貨ペア、②注文区分（決済）、③売買、④スリッページ、
⑤決済エリアで数量を指定し、⑥売（青い画面の価格）もし
くは買（赤い画面の価格）をクリックします。

ASストリーミング（Auto Selectストリーミング）

ストリーミング

注文

注
文

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6
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売買するレートをあらかじめ指定して発注する注文です。以
下の3種類の注文方法があります。

指値注文：指定するレートが注文発注時のレートよりも有
利な条件で出す注文
逆指値注文：指定するレートが注文発注時のレートよりも
不利な条件で出す注文
トレール注文： 提示レートからの値幅（トレール幅）を指定
し、相場がお客様にとって有利な方向に動いた場合、指定
したトレール幅を保ちながら決済逆指値注文レートが相場
に追従していく注文。（不利な方向の場合、決済逆指値注文
レートは変動しません。）

＜発注方法＞
①通貨ペア、②注文区分、③売買、④執行条件（注文区分が
新規の場合：指値/逆指値、注文区分が決済の場合：指値/
逆指値/トレール）、⑤数量、⑥価格、⑦有効期限を指定し、
⑧「確認」ボタンをクリックします。

OCOとは、『One　Cancel　Other　＝　一方（の注文）が成立したら、もう片方（の注文）を取消す』ことの略です。一
般的には、保有している建玉に対して、一方に決済の指値注文を出し、もう片方には、決済の逆指値注文またはトレー
ル注文を出す場合に使用します。

「もし（最初の注文が）約定したら、もう一方の注文を有効にする」注文のことです。一次注文（最初の注文）が約定して
はじめて、二次注文（もう一方の注文）が有効となるため、それまでは待機中の注文として扱われます。

IFO注文は、IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文のことです。IFD注文の二次注文にあたる部分に、一組のOCO注
文を出すことができます。一次注文とOCO注文で、合計3つの注文を同時に出すことができるのが特徴です。一般的に
は一次注文に新規の建玉を出し、二次注文に、一次注文が約定したときにできた建玉を決済する指値注文と逆指値注
文またはトレール注文を出します。

保有している複数の建玉を一度に決済する注文を全決済注文といいます。その内通貨ペアに限定して決済するもの
を、通貨別全決済といいます。全決済注文はグローバルメニュー内「注文」から行えます。

未約定の注文について、発注
レート及び有効期限を修正で
きます。発注数量を訂正したい
場合は、いったん当該注文を取
り消してから、改めてご注文を
入力してください。

【注文に関する注意事項】
■スリッページ･･･発注時に指定した
価格と、約定した価格の価格差を指し
ます。
相場の急落、急騰など市場状況により
スリッページが大きくなる場合があり
ますので予めご了承ください。

※スリッページの初期設定は「口座」⇒
「各種設定」⇒「発注数量/SP（スリッ
ページ）設定」より変更できます。スリッ
ページ設定についてはASストリーミン
グ注文、ストリーミング注文のみ有効
です。

リーブオーダー

OCO（One Cancel Other）

IFD（IF-Done注文）

IFO（IF-Done OCO注文）

通貨ペア全決済、全決済

注文訂正・取消

注
文

1 注文区分が「新規」の場合

1 注文区分が「決済」の場合

2

2

3

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8
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必要な情報を瞬時に取得　口座、照会、環境設定画面

口座状況が表示されます。
ほぼリアルタイム（1秒）で自
動更新されますので、リスク
管理にお役立てください

取引報告書や期間損益報告書等をご確認いただけます。

口座

口座情報

報告書

用語 説明 用語 説明

証拠金維持率

純資産÷建玉必要証拠金×100

証拠金ステータス

現在の口座状態が表示されます。証拠金維持率に
より「適正」「プレアラート」「アラート」
のいずれかが表示され、レバレッジコース、ロス
カット基準によって異なります。
※純資産額がマイナスとなった場合「立替金」とい
う表示になります。

※毎FX営業日終了時点で100％を下回ると追証
が発生します。

受入証拠金 現在の口座残高の合計。

未決済建玉評価損益 現在保有中の建玉を時価評価した損益合計。 プレアラート基準額 純資産額が「プレアラート」「アラート」となる金額。
※レバレッジコース、ロスカット基準によって異な
ります。入出金予定額 本日以降の入出金予定金額の合計金額。 アラート基準額

未受渡売買損益 決済後、受渡日を迎えていない
売買損益、スワップの合計金額。 
※受渡日は通常２銀行営業日後です。

ロスカット基準額（※１） 純資産額が、この金額を下回ると、全ての建玉が決
済されます。

未受渡スワップ 追加証拠金額 追加証拠金額（追証）の発生金額。

レバレッジコース 現在選択されているレバレッジコース
（法人口座は表示されません）。 ※相場変動による自然解消は認められません。

実効レバレッジ 総建玉代金÷純資産 維持必要証拠金額 追証判定時（前FX営業日終了時点）の必要証拠金
額。

有効証拠金 純資産-証拠金計の金額で、取引余力を表してい
ます。 前日最終純資産 追証判定時（毎FX営業日終了時点）の純資産額。

必要証拠金 現在保有中の建玉に対して必要な証拠金の合計
金額。 充当額 入金、もしくはポジション決済により、追証が解消

された金額。

注文中証拠金 現在注文中（未約定）の注文に対して必要な証拠
金の合計金額。 追加証拠金未解消額 追証を解消するために必要な証拠金額。

※１純資産額の計算は一定間隔での時価評価で行われるため、当初のロスカット基準額と乖離する場合がありますのでご注意ください。

取引報告書　兼　証拠金受領書 お取引、証拠金の振替、スワップポイントの受取り・支払いがあった場合、翌営業日の午前中に発行 されます。

取引残高報告書 月内にお取引・証拠金の振替、スワップポイントの受取り・支払いがあった場合、または月末時点で残高がある場合、
翌月最初の営業日の午前中に発行されます。

期間損益報告書 年間損益報告書、指定期間（月次ベース）の損益報告書を発行できます。

口
座
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照会

環境設定

指定期間における注文履歴を閲覧できます。リスト上から右クリックで発注することや、明細を注文画面にドラッグ・ア
ンド・ドロップすることで注文訂正も可能です。
※訂正・取消は未約定の注文に限ります。

グローバルメニュー上「表示・環境設定」から画面設定やレバレッジ設定などを変更できます。

指定期間における約定履歴を閲覧できます。リスト上から右クリックで発注することができます。

現在保有中の建玉一覧を閲覧できます。リスト上から右クリックで決済注文画面を呼び出すことや、リストをレートパ
ネル上にドラッグ・アンド・ドロップすることで発注（ストリーミング注文のみ）することも可能です。

注文照会

約定照会

建玉照会

用語 説明
注文・約定 注文画面の通貨ペア初期値や、指値注文の有効期限初期値など、注文・約定に関する設定を変更できます。

レート表示設定 レートパネル上の表示について、エフェクトや色の設定を変更できます。

証拠金情報 証拠金維持率の表示について、変更基準や色の設定を変更できます。

ショートカット 画面起動、表示切替に関するショートカットの設定を変更できます。

ティッカー ティッカーの表示・非表示、および表示内容に関する設定を変更できます。

システム サーバとの通信方法およびログイン画面に関する設定を変更できます。

画面設定 各画面の表示・非表示、表示内容に関する設定を変更できます。

チャート チャート画面の基本設定、テクニカルのパラメータなどを変更できます。

ＡＳストリーミング設定 ＡＳストリーミング注文の利用有無を設定できます。

メール通知設定 約定通知などのメール設定が変更できます。

発注数量／ＳＰ設定 初期表示される発注数量、スリッページを変更できます。

レバレッジ設定 レバレッジをお客様のニーズに合わせて変更できます。
（個人口座は最大25倍、法人口座は変更できません）

照
会
、環
境
設
定
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大手ネット証券唯一のFX自動売買取引ツール※1

「楽天ＭＴ４」で世界中の投資家の仲間入り！
「MT4」は、世界中の投資家が愛用するFX取引ソフトです。多彩なチャート分析機能を備え、50種類以上のテクニカ
ル指標の利用が可能。さらに、「Expert Advisors（EA）」という自動売買プログラムを利用すれば、システムトレード

（自動売買取引）を手軽に実現することが可能です。

※1　大手ネット証券とは、SBI証券、GMOクリック証券、カブドットコム証券、松井証券、マネックス証券、当社の6社を指しています。

1.大手ネット証券で唯一MT4を導入。取引サーバを日本国内に置き、安心して取引で
きる環境をご提供

2.エキスパートアドバイザー（EA）を利用したシステムトレードが可能。また、MT4に
標準搭載されているシナリオ作成、バックテスト、チューニング機能で、EAの有効性
を確認しながら、より精度の高い取引戦略を構築

3.豊富なテクニカルインジケータが利用できるのはもちろん、著名アナリストや投資家
が開発したインジケータをチャートに表示させることで、プロのテクニカル手法をそ
のまま再現

「楽天MT4」の特徴

ワンクリックで簡単注文！
(P17)

大手ネット証券唯一導入！

多彩なカスタマイズ

M
T4

特
徴

EAで自在なシステムトレード
(P20～P21)
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M
T4

❶インストールが完
了すると自動で
MT4専用の取引
プラットフォーム
が起動し、デモ口
座の申請画面が
表示されます。こちらではデモ口座の作成ができま
せんので、「キャンセル｣ボタンを押してください。

「楽天MT4」を体験してみよう！
～ダウンロード、ログイン方法～
楽天MT4で取引を開始するためには、ご利用のPCに、MT4専用の取引プラットフォームをインストールしていただく必
要があります。また、楽天MT4口座を別途開設する必要がございます。口座開設は楽天FX-Webにログイン後、メニューの

「MT4」から手続きが行なえます。

右記の画面が立ち
上がりますが、閉じ
るボタンを押して消
してください。

※ MT4ログインIDとパスワードは総合口座、楽天FX口座のロ
グインID・パスワードとは異なりますので、ご注意ください。

ログイン画面を消し
てしまった場合は、
左上の「ファイル」→

「取引口座にログイ
ン」とすすんでいただ
き、ログイン画面を
表示させてください。

口座のタイプにあわせてサーバーをお選びください。
■楽天MT4口座をご利用の方
　RakutenSecurities-Live
■デモ口座をご利用の方
　RakutenSecurities-Demo
ログインボタンを押すとMT4にログインします。

❶インターネットブラウザを使って 「https://www.
rakuten-sec.co.jp/web/fx/mt4/download.
html」にアクセスし、MT4をダウンロードしてください。

❸右記のポップアッ
プが表示される
ので、「実行」ボタ
ンを押してくださ
い。

❷「MetaTrader4ダウンロードはこちらから」ボタン
をクリックしてください。 ❷キャンセルボタンを押すと、ログインIDとパスワード

を入力するためのポップアップが立ち上がります。
お客様の楽天MT4ログインIDとパスワードを入力
してください。

❹同意のチェック
ボックスにチェッ
クを入れ、「次へ」
をクリックすると
インストールが開
始します。

❺インストールが完了すると下記のポップアップが表
示されます。完了をクリックするとMT4専用の取引
プラットフォームが起動します。デスクトップ上に
楽天MT4のアイコンが表示されているかご確認く
ださい。

ダウンロード～インストールの手順

ログイン

D
L

／
ロ
グ
イ
ン
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操作の基本は4つのウィンドウ
MT4にログインすると、下記の初期画面が表示されます。MT4は「チャートウィンドウ」、「気配値表示ウィンドウ」、

「ナビゲーターウィンドウ」、「ターミナルウィンドウ」の4種類のウィンドウを操作して取引を行います。

❸ナビゲーターウィンドウ
利用頻度の高いメニューを利用する際に便利な機能です。口座アカウントや、罫線分析ツール（インディケータ）、
自動売買プログラム（エキスパートアドバイザー）などに容易にアクセスできます。

❷気配値表示ウィンドウ
各通貨ペアの現在のBid(売値)とAsk（買値）のレートが一覧で確認できます。各通貨ペアをダブルクリックする
と、ポジションの発注ウィンドウが表示されます。「ティックチャート」タブでは、提示レートが変わる度に更新され
るティックチャートが確認できます。

❹ターミナルウィンドウ
実際の取引に重要な作業に素早くアクセスするために作られたウィンドウです。現在取引しているポジションの管
理、口座履歴、操作履歴などの確認が行えます。

❺ツールバー
各種ウィンドウの表示・非表示切り替え、ポジション注文など利用頻度の高い操作や、チャートに挿入するライン
やテキスト操作に関するアイコンが収納されています。

❶チャートウィンドウ
現在の為替レートの動きや過去のレートの動きがチャートで表示されます。チャートはBid(売り)のレートが表示
されています。MT4のチャートは、閲覧するだけでなく、テキストやラベル、トレンドラインなどを挿入することも可
能です。

❸

❷ ❶

❹

❺

M
T4

表
示
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「楽天MT4」の注文方法
楽天FXの成り行き注文方法は、まず気配値表示ウィンドウから取引したい通貨ペアをダブルクリックで選択。発注ウィ
ンドウを呼び出したら、あとは数量や買いか売りを選び、注文ボタンを押すだけです。

「ターミナル」ウインドウの取引タブから決済をしたい取引をダブルクリックすると「オーダーの発注」ウインドウが開きます。

成行注文（新規）

成行注文（決済）

❶注文種別で「成行注文（新規または決済
取引）」を選択します。

❷通貨ペア、数量（1.00＝10万通貨）、決
済値を指定します。

※新規注文と同時に決済の指値、逆指値注文を出すこと
が可能です。

❸「新規取引：成行売り」または「新規取
引：成行買い」をクリックします。

❶注文種別で「成行注文（新規または決
済取引）を選択します。

❷黄色い「決済取引」のアイコンを押すと
損益が確定します。（「新規取引」のアイ
コンと間違えないようご注意ください）

M
T4

注
文
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指値・逆指値注文

注文の取消・変更（未約定注文）

❶「ターミナル」ウインドウの「取引」タブから取消・変更したい取引の行をダブルクリックします。

❷「オーダーの発注」ウインドウから、注文の変更または取消が可能です。

Buy Limit　買指値注文　現在の価格より安い価格で買う
Sell Limit　売指値注文　現在の価格より高い価格で売る
Buy Stop　買逆指値注文　現在の価格より高い価格で買う
Sell Stop　売逆指値注文　現在の価格より安い価格で売る

❶注文種別で「指値または逆指値注文（新
規注文）」を選択します。

❷通貨ペア、数量（1.00＝10万通貨）、注
文種別、価格、有効期限を指定します。

※新規注文と同時に決済の指値、逆指値注文を
出すことが可能です。

❸「発注」をクリックします。

M
T4

注
文
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ワンクリック取引設定

特定のチャートウィンドウを最大化する場合は最大化アイコンをクリックします。
ウィンドウのレイアウトを変更する時は、メニュー「ウィンドウ」から
・重ねて表示
・水平分割
・垂直分割
を選択します。

ワンクリック取引を設定すると、1回クリックで成行注文を執行できます。
設定はメニュー「ツール」から「オプション」ウインドウを開き、「取引」タブで「ワンクリック取引」のチェックをONにします。

MT4のチャートを活用しよう
MT4の大きな特長の１つが、グラフィカルに市場の動きをチェックできるチャート画面です。基本は「バーチャート」、

「ロウソク足」、「ラインチャート」の3種類。これらのチャートを状況に応じて切り替えることが可能です。

M
T4

注
文
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＜タイムフレーム＞

＜カスタマイズ＞

＜定型チャート＞

チャートの各種機能
「チャートの機能、背景色の設定方法、チャートの設定保存などの機能があります。

❶メニュー「チャート」の「プロパティ」から選択します。
■色の設定︰チャートの背景色やロウソク足の色変更ができます。
■全般︰描画の制御、足の種類、各種表示方法の設定変更ができます

❶メニュー「チャート」の「時間足設定」から選択します。
・1分足　・5分足　・15分足　・30分足　・1時間足　・4時間足
・日足　・週足　・月足

❶保存したいチャートウィンドウで右クリックして「定型チャート」から任意のチャートを選択します。
■定型として保存︰保存用外部ファイルとして設定ファイルを作成します。
■読み込み︰予め作成した設定ファイルを読み込みます。
■定型を削除︰設定済みの定型チャートを削除します。

M
T4

チ
ャ
ー
ト
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ヒストリーセンター

グローバル変数

メタエディター

オプション

MetaQuote社が提供する為替データを、通貨
ペア、集計期間単位で取得できるので、数値を見
て分析したい場合に有効です。取得できる通貨
ペアは楽天証券が提供しているものが対象にな
ります。

過去データを入手したい通貨ペアと集計期間の
単位をダブルクリックすると、サーバーからデー
タがダウンロードされて表示されます。

MT4内のグローバル変数を表示します。グローバ
ル変数とは、MT4内のインディケーターやEA(シ
ステム売買)、スクリプトなどの各種プログラムが
共通で使うパラメーターのようなものです。

グローバル変数を利用するツールを使っている
場合、 変数名、値、参照された時間が表示されま
す。グローバル変数は自分で追加することも可
能です。

MetaQuotesLanguage(MQL)というプログラミ
ング言語を使用し、既存の分析ツールのカスタマ
イズ、新たな分析ツールの作成
を行うことができます。

MT4の分析ツールは、世界中で作成され、イン
ターネット上に公開されています。メタエディター
はこれらのツールへアクセスし、ダウンロードして
利用することが可能です。

サービス提供会社／メール／FTPなど各種サー
バー接続の設定や、アラーム音の設定、チャート
やラインのデフォルト値の変更など各種オプショ
ンを設定できます。

「サーバー」、「チャート」、「ライン等の設定」など、
各タブによって設定がまとめられています。

楽天MT4の画面ツールメニュー
楽天MT4の画面ツールメニューでは、過去の値動きを参照することができる「ヒストリーセンター」、グローバル変数の追
加や削除、値の変更を行う「グローバル変数」、MetaQuotesLanguage(MQL)というプログラミング言語を使用して自
分で分析ツールを作成する「メタエディター」が利用できます。「オプション」では各種サーバー接続の設定などが変更で
きます。

M
T4

ツ
ー
ル
メ
ニ
ュ
ー
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EAテスターウィンドウについて
MT4はエキスパートアドバイザ(以下EA)を用いた自動売買が可能ですが、実際にEAを動かす前に、過去の為替市
場のデータを用いてEAの取引成績をテストする機能が備わっています。テストは「テスター」ウィンドウから行うこと
ができます。

テスターウィンドウ

エキスパート設定

エキスパート編集

❶「表示」メニューの「ストラテジーテスター」を選択すると開き
ます。

❷画面下部にテスターウィンドウが表示されます。「セッティン
グ」タブのプルダウンからテストしたいEA、通貨ペア、期間、
モデルを選択できます。

テスターウィンドウの「エキスパート編集」を選択すると、
MetaEditorが起動され、テスト対象のEAのプログラム
ソースが表示されます。ここでEAのプログラムそのものを
修正することができます。

■「テスト設定」タブ
初期証拠金額の設定、「売りのみ」「買いのみ」「売り買い両方」の選択を行います。

■「パラメーターの入力」タブ
テスト対象のEAに与えるパラメーターを最適化する場合に使用します。

■「最適化」タブ
テスト対象EAの動作に制限を加え、最適化することができます。利益の量や損失
許容レベルなどの設定も可能です。

M
T4

EA

テ
ス
タ
ー
ウ
ィ
ン
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ウ
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EAのテスト開始とテスト完了

「チャートを開く」選択時

最適化の実行

EAの稼動と停止

「スタート」を選択すると、テストが実行され
ます。

テスト実行中は経過が表示され、完了する
と、テスターウィンドウに「最適化結果」「最
適化グラフ」「結果」「グラフ」「レポート」「操
作履歴」が追加されます。

EAを稼動させるには、ツールバーの「自動
売買」アイコンをクリックしてください。アイ
コンが緑に変化するとEAが稼働中の状態
となります。
また、稼動中のEAを停止するには、再度

「自動売買」アイコンをクリックしてくださ
い。アイコンが赤に変化するとEAが停止
中の状態となります。

■稼働中＝緑色
■停止中＝赤色

テスターには自動的にパラメータを変化させて、パラメー
ターの最適化結果を簡単にチェックできる機能「最
適化」を備えています。EAテスト開始前に「最適化」を使え
ば、テスト作業を簡略化することが可能です。

テストした対象のチャートが画面上部に表示され
ます。
チャート上には EA がシステム売買したタイミン
グがわかるようになっています。右側を向いた矢印
のうち、青が買い、赤が売り、左側を向いた黄色の
三角のしるしが売買のクローズタイミングになりま
す。各ポイントにカーソルを載せると、売り買いの値
がポップアップで表示されます。

M
T4

EA

テ
ス
タ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ

rakuten0807.indd   21rakuten0807.indd   21 2020/08/07   14:062020/08/07   14:06



22

楽天ＦＸ口座への入金方法と楽天ＭＴ４への振替方法
楽天ＦＸ口座への入金は「ＦＸリアルタイム入金」を利用すると、入金にかかる振込手数料も無料になります！
手続きが正常に終了した場合、お客様がネットバンキングから送金されたご資金は、リアルタイムかつダイレクトにＦ
Ｘ証拠金口座の純資産額に反映します。預り金からの振替操作は必要ありません。楽天銀行との口座連携サービス

「マネーブリッジ」ご登録の方は、ＦＸらくらく入金がご利用いただけます。
また、楽天MT4口座の入金、あるいは楽天MT4口座からの出金は、いずれも楽天FX口座との振替のみとなります。
楽天FXと楽天MT4の間は、即時に振替が完了し、口座に入金されたご資金はすぐに取引にご利用いただけます

※1 「ＦＸらくらく入金」は、楽天銀行との口座連携サービス「マネーブリッジ」への事前登録が必要です。
※ FXリアルタイム入金には、提携金融機関とのネットバンキング契約が必要です。
　 提携金融機関に関しましては、総合取引口座リアルタイム入金ページの提携金融機関一覧にてご確認ください。
※ 各金融機関及び当社のシステムメンテナンス中はご利用いただけません。
※ ＦＸリアルタイム入金/ＦＸらくらく入金は、総合取引口座預り金余力による制限を受けます。

●ＦＸリアルタイム入金/ＦＸらくらく入金イメージと入金方法
　マーケットスピードＦＸのメニューから「入出金・振替」＞「ＦＸ口座へ入金」

楽天FX口座へ入金

こちらをクリックして
入金画面へ

対応銀行 手数料 資金の反映 ツール 特徴

マネーブリッジ

FXらくらく入金※1
楽天銀行

（楽天証券が負担）

マーケットス
ピードFX
FXWEB

iSPEEDFX

・楽天銀行ウェブサイトにア
クセスすることなく（銀行
のログインID、Password
の入力は不要）、簡単ス
ピーディな資金移動が可
能です。

・総合取引口座からの振替
操作は必要ありません。

ＦＸリアルタイム入金

楽天銀行、三井住友銀
行、三菱UFJ銀行、みず
ほ銀行、ゆうちょ銀行、
ジャパンネット銀行、
セブン銀行、りそな銀
行、埼玉りそな銀行、近
畿大阪銀行、住信SBI
ネット銀行

（楽天証券が負担）

・楽天FX口座内から、各銀
行のネットバンキングサー
ビスを呼び出して入金しま
す。

・総合取引口座からの振替
操作は必要ありません。

無料

無料

即時

即時

必
要

申
込

不
要

入
金
／
振
替

rakuten0807.indd   22rakuten0807.indd   22 2020/08/07   14:062020/08/07   14:06



23

●楽天銀行のシステムメンテナンス時間
　毎日 23:55 ～ 翌 0:05　（楽天銀行）

●楽天ＭＴ４への振替イメージと振替方法
　楽天ＦＸ-Ｗｅｂのメニューから「ＭＴ4」＞「振替(ＭＴ4)」

※ 楽天証券および楽天銀行のシステムメンテナンス中はご利用いただけません。

※  「楽天FX証拠金の入金・出金・振替手続き」画面では、楽天MT4口座との振替操作は行えません。
　  楽天MT4への振替は、MT4画面からお手続きください。
※  Meta Trader4の取引画面からは振替操作は行えませんので、ご注意ください。

FXらくらく入金サービス　詳細

楽天ＭＴ４口座へ振替

証拠金振替

振込手数料 無料

FX証拠金口座への資金反映 即時　

ご利用可能時間 0：05～23：55※

利用限度額 1,000万円/回（1日の限度額なし）

利用回数制限 なし

対応チャネル FXWEB、MSFX、iSPEEDFX

ご利用開始方法 マネーブリッジ申込手続き完了後、ご利用可能になります。

こちらをクリックして
入金画面へ

楽天証券総合口座から、預り金を楽天FX口座へ振替入金して
いただくことが可能です。
楽天FX口座へ振替入金を行う場合は、【入出金・振替】メ
ニュー内「証拠金振替」をクリックし、【楽天FX証拠金振替】画
面上で手続きを行ってください。
楽天FX口座から出金を行う場合、楽天証券総合口座への振
替を行うことで、出金することも可能です。

入
金
／
振
替

rakuten0807.indd   23rakuten0807.indd   23 2020/08/07   14:062020/08/07   14:06



トレーディングアプリ「ｉSPEED FX」も絶賛提供中！

マーケット情報から注文・資産管理まで無料でご利用可能です。

楽天証券　　http://www.rakuten-sec.co.jp/

カスタマー
サービスセンター

012 0 - 41 - 1
（ よ い 投 資 ）

0 0 4 012 0 - 18 8 - 5 47
0 3 - 67 3 9 - 3 3 3 3 0 3 - 67 3 9 - 3 3 5 5

商号等：楽天証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、
              一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

外国為替証拠金取引(FX)のリスクは次のとおりです。お取引にあたりましては、内容をご熟読のうえご理解いただきますようお願いいたします。

〔外国為替証拠金取引(FX)の取引にかかるリスク〕
外国為替証拠金取引（FX）は、取引通貨の価格変動や、スワップポイントの支払いにより、損失が生じるおそれがあります。また、外国為替証拠金取引

（FX）は少額の証拠金で、その差し入れた証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。また、
その損失額は差し入れた証拠金を上回るおそれがあります。 

〔外国為替証拠金取引（FX）にかかる費用等〕
外国為替証拠金取引（FX）の取引手数料は無料です。なお、取引にあたっては各通貨の売付価格と買付価格には差（スプレッド）があります。スプレッ
ドは通貨ペアごとに異なります。 

〔証拠金について〕
〔楽天FX口座〕
レバレッジコースに応じて取引金額の4%～100%(最大レバレッジ25倍)の証拠金が必要となります。
(法人のお客様の場合は、取引金額に当社が定める証拠金率(*)を乗じた金額以上の証拠金が必要となります。)

〔楽天MT4口座〕
想定元本の4％以上の証拠金が必要となります。
(法人のお客様の場合は、想定元本に当社が定める証拠金率(*)を乗じた金額以上の証拠金が必要となります。)

*当社は、金融先物取引業協会が算出した「為替リスク想定比率」以上となる証拠金率を通貨ペアごとに定めております。「為替リスク想定比率」とは、金融商品取引
業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを使い算出されるものです。

●この冊子の内容は2020年8月6日現在のものです。 GUIDE_47　201907

スマートフォン用

受付時間　平日 8:30-17:00  （土日祝・年末年始を除く）

会員専用 非会員専用・資料請求ダイヤル

フリーダイヤル： フリーダイヤル：

・ 横スクロールで12画面チャートを一覧表示
・ 日足チャートとティックチャートを同時に表示

・ 指紋認証／パターンロック機能搭載
・ 最大3通貨表示可能のミニアプリ 
 　（Androidのみ）

i SPEED FXの特徴

携帯電話からは： 携帯電話からは：
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