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よくあるご質問 

 

MetaTrader 4の操作方法などでわからないことがある場合は、まず、このページをご覧

ください。 

それでも問題を解決できないときは、FOREX.comにメールまたは電話で問い合わせる

ことができます。 

お問い合わせの内容やタイミングによっては、メールでの回答に時間がかかる場合があり

ます。ご了承ください。 

当社ホームページの「よくあるご質問」もぜひご覧ください。 

https://www.forex.com/jp/support/faq/general 

メールでのお問い合わせ 

jpclientservices@forex.com 

電話でのお問い合わせ（フリーダイヤル） 

0120-288-168 

画面にチャートしか表示されない 

MetaTrader 4の表示メニューで[チャート全画面表示]をクリックします。 

チャートを印刷すると白黒になる 

MetaTrader 4のツールメニューで[オプション]をクリックします。表示された[オプション]

画面の[チャート]タブで、[カラー印刷]にチェックを入れてください。 

 

 

 

デモ口座で稼動した EAがライブ口座で作動しない 

MetaTrader 4のツールメニューで[オプション]をクリックします。表示された[オプション]

画面の[Expert Advisors]タブで、以下の4項目にチェックを入れてください。 

Enable Expert Advisors (except for Custom Indicators and Scripts) 

Disable experts when the account has been changed 

Disable experts when the profile has been changed 

Allow live trading 

トレイリング・ストップ注文が機能していない 

トレイリング・ストップ注文が有効であるためにはパソコンがインターネットに接続し、

MetaTrader 4で取引用サーバーにログインしていることが必要です。 

接続を中断したとき、またはMetaTrader 4を終了したときは、トレイリング・ストップ注文

は通常の指値注文または逆指値注文に切り替わります。 

MetaTrader 4で取引用サーバーにログインすれば、再びトレイリング・ストップ注文が有

効になります。 

なお当社が提供しているMT4 EAホスティングのサービスをご利用の場合は、この限り

ではありません。 
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メニュー索引 

 

ファイルメニュー  参照 

新規チャート 新たなチャートを表示できます。 P.25 

オフラインチャート インターネットに接続せず、過去のチャートを表示

できます。 

－ 

チャートの再表示 閉じたチャートを再表示できます。  

チャートの組表示 チャートの組み合わせを保存し、再表示できま

す。 

P.32 

Close 選択したチャートを閉じます。 － 

名前を付けて保存 選択したチャートをデータとして保存できます。 P.35 

画像として保存 選択したチャートを画像として保存できます。 P.34 

デモ口座の申請 デモ口座を開設できます。 P.8 

ログイン 別の口座でログインし直せます。 P.10 

プリンターの設定 プリンターを設定できます。 － 

印刷プレビュー 選択したチャートの印刷プレビューを表示します。  

印刷 選択したチャートを印刷できます。  

プログラムの終了 MetaTrader 4を終了し、ログアウトします。  

 

表示メニュー  参照 

Languages MetaTrader 4に表示する言語を選択できます。 

日本語で表示するときは「Japanese」を選択しま

す。 

－ 

ツールバー 表示するツールバーを選択できます。 P.12 

ステータスバー ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。 － 

チャートバー チャートの下に表示される通貨ペア名のタブ（チャ

ートバー）の表示/非表示を切り替えます。 

 

気配値表示 気配値表示の表示/非表示を切り替えます。 P.12 

 

 

表示メニュー（つづき）  参照 

データ・ウィンドウ データ・ウィンドウの表示/非表示を切り替えま

す。 

P.12 

ナビゲーター ナビゲーターの表示/非表示を切り替えます。  

ターミナル ターミナルの表示/非表示を切り替えます。  

Strategy Tester Strategy Testerの表示/非表示を切り替えます。 

チャート全画面表

示 

チャート以外をすべて非表示にします。または、元

に戻します。 

－ 

 

挿入メニュー  参照 

罫線分析ツール テクニカルインディケーターをチャートに挿入でき

ます。 

P.27 

ライン 各種ラインをチャートに挿入できます。 P.29 

チャネル 各種チャネルをチャートに挿入できます。  

ギャン ギャンラインなどをチャートに挿入できます。 － 

フィボナッチ フィボナッチをチャートに挿入できます。 P.30 

図形 長方形・三角形などをチャートに挿入できます。 － 

矢印類 矢印などをチャートに挿入できます。  

アンドリューズ・ 

ピッチフォーク 

アンドリューズ・ピッチフォークをチャートに挿入で

きます。 

 

サイクル・ライン サイクル・ラインをチャートに挿入できます。  

テキスト テキストをチャートに挿入できます。 P.31 

テキストラベル テキストラベルをチャートの背景に貼り付けられま

す。 
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メニュー索引 

 

チャートメニュー  参照 

表示中の罫線分析

ツール 

テクニカルインディケーターのパラメーターを変更

できます。 

P.27 

ライン等の設定 ラインの位置などを調整できます。 P.29 

バーチャート／ 

ロウソク足／ 

ラインチャート 

チャートの種類を変更できます。 P.26 

チャートを前面表

示 

選択したチャートを前面に移動できます。 － 

周期設定 チャートの周期（1分足、1時間足など）を変更でき

ます。 

P.26 

定型チャート チャートの表示設定を定型として保存できます。 P.33 

更新 チャートが自動的に更新されないとき、手動で更

新できます。 

－ 

グリッド チャートにグリッドを表示できます。  

出来高 チャートに出来高のグラフを表示できます。  

自動スクロール チャートが自動的にスクロールします。 P.26 

チャートの右端移

動 

チャートの右端がウィンドウの端まで移動します。

または、端から距離が空くよう移動します。 

 

ズームイン／ 

ズームアウト 

チャートを拡大または縮小できます。  

ステップ・バイ・ 

ステップ 

チャートを区切りごとに移動します。 － 

プロパティー チャートの表示設定やラインの色などを設定でき

ます。 

 

 

 

 

ツールメニュー  参照 

新規注文 選択したチャートの通貨ペアで新規注文できま

す。 

P.14 

History Center 過去のデータを取り込めます。 － 

Global Variables Global Variablesを追加／削除できます。  

MetaQuotes 

Language Editor 

MetaEditorを表示し、カスタムインディケーターや

EAを作成できます。 

 

オプション MetaTrader 4全体についての設定を行えます。  

 

ウィンドウメニュー  参照 

新規チャート 新たなチャートを表示できます。 P.25 

重ね表示 チャートを重ねて表示します。 － 

水平分割 チャートを縦に並べます。チャートが多いときは、

横にも並べます。 

P.25 

垂直分割 チャートを横に並べます。チャートが多いときは、

縦にも並べます。 

 

アイコンの整列 最小化したチャートをドラッグして移動していた場

合、チャート表示領域の下端に整列させます。 

－ 

 

ｈｅｒｕｐｕｍｅｎｙｕ－  参照 

ヘルプ・トピックス MetaTrader4のヘルプ（英語）が表示されます。 － 

MQL4.community EAのユーザー・コミュニティ（英語）が表示されま

す。 

 

バージョン情報 MetaTrader 4のバージョンが表示されます。  
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ツールバー索引 

 

標準ツールバー 参照 

 New Chart 新たなチャートを表示できます。 P.25 

 Chart Group チャートの組み合わせを保存し、再表示できます。 P.32 

 Market Watch 気配値表示の表示/非表示を切り替えます。 P.12 

 Data Window データ・ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。  

 Navigator ナビゲーターの表示/非表示を切り替えます。  

 Terminal ターミナルの表示/非表示を切り替えます。  

 Strategy 

Tester 

Strategy Testerの表示/非表示を切り替えます。  

 新規注文 選択したチャートの通貨ペアで新規注文できます。 P.14 

 MetaEditor MetaEditorを表示し、カスタムインディケーターや

EAを作成できます。 

－

 Expert Advisors 自動売買を開始/停止できます。 

 
チャートツールバー 参照 

 Bar Chart バーチャートに切り替えます。 P.26 

 Candle Sticks ロウソク足チャートに切り替えます。  

 Line Chart ラインチャートに切り替えます。  

 Zoom In チャートを拡大できます。  

 Zoom Out チャートを縮小できます。  

 Auto Scroll チャートが自動的にスクロールします。  

 Chart Shift チャートの右端がウィンドウの端まで移動します。

または、端から距離が空くよう移動します。 

 

 Indicators テクニカルインディケーターを挿入できます。 P.27 

 Periods 周期（1分足、1時間足など）を変更できます。 P.26 

 Templates 表示設定を定型として保存できます。 P.33 

 

 

 

ライン等ツールバー 参照 

 Cursor チャートにカーソルを合わせると、日付・値段・出

来高を表示します。 

－

 Crosshair カーソルを十字カーソルに変更します。 

 Vertical Line 垂直線をチャートに挿入できます。 

 Horizontal Line 水平線をチャートに挿入できます。 

 Trendline トレンドラインをチャートに挿入できます。 P.29

 Equidistant 

Cannel 

等距離幅チャネルをチャートに挿入できます。 

 Fibonacci 

Retracement 

フィボナッチリトレースメントをチャートに挿入で

きます。 

P.30

 Text テキストをチャートに挿入できます。 P.31

 Text Label テキストラベルをチャートの背景に貼り付けられ

ます。 



 Arrows 矢印などをチャートに挿入できます。 

 
周期設定ツールバー 参照 

 1 Minutes 1分足に切り替えます。 P.26 

 5 Minutes 5分足に切り替えます。  

 15 Minutes 15分足に切り替えます。  

 30 Minutes 30分足に切り替えます。  

 1 Hour 1時間足に切り替えます。  

 4 Hours 4時間足に切り替えます。  

 Daily 日足に切り替えます。  

 Weekly 週足に切り替えます。  

 Monthly 月足に切り替えます。  
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用語索引 

 

 

 

EAの最適化, 41 

EAファイル, 36 

EMA, 28 

Expert Advisor, 36 

LiveUpdate, 7 

MetaEditor, 45 

OCO, 20 

SMA, 27 

アラーム設定, 24 

イフダン（If Done）注文, 17 

イフダン OCO注文, 17 

インストール, 6 

お問い合わせ, 53 

カスタムインディケーター, 45 

逆指値注文, 15 

クイック入金, 48 

罫線分析ツール, 27 

決済注文, 19 

口座履歴, 24 

指値注文, 15 

自動売買, 36, 43 

出金依頼, 50 

スワップポイント, 13 

操作履歴, 24 

損益のしくみ, 13 

損切り価格, 20 

チャート, 26 

チャートの組表示, 32 

通貨ペア, 25 

定型, 33 

テキスト, 31 

テクニカルインディケーター, 27, 45 

デモ口座, 8 

等距離幅チャネル, 29 

登録情報, 51 

取引タブ, 23 

トレイリング・ストップ, 18 

トレンドライン, 29 

成行注文, 14 

バックテスト機能, 37 

フィボナッチリトレースメント, 30 

ポジション, 13 

マイアカウント, 47 

メールボックス, 24 

ライブ口座, 8, 46 

利食い価格, 20 

リサーチ, 52 

ログイン, 9 
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MetaTrader 4ショートカットキー一覧 

 

キー 機能 

－ チャートを縮小（ズーム・アウト）します。 

＋ チャートを拡大（ズーム・イン）します。 

→ チャートを右にスクロールします。 

← チャートを左にスクロールします。 

↑ チャートを左に早くスクロールします。 

（固定している場合は上にスクロールします。） 

↓ チャートを右に早くスクロールします。 

（固定している場合は下にスクロールします。） 

Home チャートの一番古い場所に移動します。 

End チャートの一番新しい場所に移動します。 

Page Up チャートを左に速くスクロールします。 

Page Down チャートを右に速くスクロールします。 

F1 MetaTrader 4のUserguideを表示します。 

F2 ヒストリー・センターを表示します。 

F3 Global Variables（グローバル変数：プログラム全体で有効な変数）を

表示します。 

F4 Meta Editorを表示します。 

F7 EA利用時にEAのプロパティーを表示します。 

F8 チャートのプロパティーを表示します。 

F9 注文の発注を表示します。 

F10 気配値をポップアップ表示します。 

F11 チャートをフルスクリーン表示します。 

F12 チャートを1本ずつ左に動かします。 

Shift + F12 チャートを1本ずつ右に動かします。 

Shift + F1 カーソルに「？」を表示し、クリックするとヘルプを表示します。 

 

 

キー 機能 

Alt + 1 バーチャートに切り替えます。 

Alt + 2 ロウソク足に切り替えます。 

Alt + 3 ラインチャートに切り替えます。 

Ctrl + D データ・ウィンドウを開きます。 

Ctrl + E 自動売買を開始/停止できます。。 

Ctrl + F カーソルを十字カーソルに変更します。 

Ctrl + G グリッド線の表示/不表示を切り替えます。 

Ctrl + H チャートの左上の通貨ペア、寄付、終値、高値、安値を消します。 

Ctrl + I インディケーター利用時にインディケーターボックスを表示します。 

Ctrl + L ボリュームの表示/不表示を切り替えます。 

Ctrl + M 気配値表示の表示/不表示を切り替えます。 

Ctrl + N ナビゲーターの表示/不表示を切り替えます。 

Ctrl + O [オプション]画面を表示します。 

Ctrl + P 印刷画面を表示します。 

Ctrl + R Strategy Testerの表示/不表示を切り替えます。 

Ctrl + S 選択したチャートをデータとして保存します。 

Ctrl + T ターミナルの表示/不表示を切り替えます。 

Ctrl + W チャートを閉じます。 

Ctrl + F4 チャートを閉じます。 

Ctrl + F6 表示中の別のチャートを選択します。 
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