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株価指数取引ができる！
EZインベスト証券のMT4

　FXは値動きが予想しづらいと、お悩みの人も多いのではないでしょうか？　
　そんな方にお勧めなのが、株価指数のCFD取引。馴染み深い日経225や、好況な米国のNYダウな
ど、株価指数は長期的なトレンドが発生しやすいという特徴があり、FXより値動きがイメージしやす
いというトレーダーも多いようです。

S&P/ASX200指数
（ASX = Australia Stock Exchange）
豪州の代表的な株価指数。豪州証券取引所
に上場する時価総額上位200銘柄で構成。

CAC40
（Cotation Assistée en Continu quarante）
フランスの代表的な株価指数。ユーロネク
スト・パリ取引所に上場する時価総額上位
40銘柄で構成。

DAX30
（Deutscher Aktienindex）
ドイツの代表的な株価指数。フランクフル
ト証券取引所に上場する時価総額上位30
銘柄で構成。

NYダウ
（Dow Jones Industrial Average）
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算
出する米国の代表的な株価指数「ダウ工業
株30種平均」のこと。

ユーロ・ストックス50
（Euro STOXX 50 Index)
STOXX社が算出するユーロ圏主要12カ国
の株式市場を対象とした代表的な株価指
数。流動性の高い50銘柄で構成。

香港ハンセン指数
（Hong Kong Hang Seng Index）
香港の株式市場を代表する株価指数。香港
取引所に上場する主要な銘柄のうち、流動
性の高い最大50銘柄で構成。

日経平均株価
（Nikkei stock average＝Nikkei 225）
日本の株式市場を代表する株価指数。東京
証券取引所第一部に上場する225銘柄で構
成。

ナスダック100（NASDAQ 100)
米国のナスダックに上場する金融銘柄を除
く、時価総額上位100銘柄で構成。上場全銘
柄を対象に算出されるナスダック総合株価
指数とは異なる。

S&P500
（Standard & Poor's 500 Stock Index）
S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社が算
出する米国の代表的な株価指数。米国で時
価総額の大きい主要500社により構成。

FTSE100
（Financial Times Stock Exchange Indix100）
英国の代表的な株価指数。ロンドン証券取
引所に上場する時価総額上位100銘柄で構
成。

日経225、NYダウなど、計10種類の株価指数CFD取引が可能！
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出する米国の代表的な株価指数。米国で時
価総額の大きい主要500社により構成。
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MT4のインストール
～初回ログイン手順

公式サイトのメニュー「口座の種類」＞「取引プラットフォームの
ダウンロード」からインストーラーを入手

MT4を初めて起動する際にアカウント情報入力が必要です
ログイン IDとパスワードを入力すれば、レートを読み込みます

https://www.ezinvest-sec.jp/platformsdownload

マイページ

https://www.ezinvest-sec.jp/platformsdownload

マイページ

　MT4をご使用のパソコンにインストールするためには、インストーラーを入手することから始
まります。上記ページより入手したら、インストーラーを実行し、セットアップの案内に従って手
順を進めます。不明点があれば、「EZ MT4インストール方法」という操作マニュアルを参照しま
しょう。

最初はこの状態

ログインすると
この表示に！

　初回起動時には、「デモ口座の申請」という画面がポップアップしますが、こちらは右上の「×」を
クリックして閉じます。すると、上図のログインID、パスワード入力画面が表示され、こちらにログ
イン情報を入力するとMT4がレートを読み込み、使用できる状況となります。なおサーバーの部分
がデフォルトでは「EZInvestsecurities-Demo」となっているので、ライブ口座の場合はプルダ
ウンメニューから「EZInvestsecurities-Live」を選択します。

ログインすると
この表示に！

MT4を初めて起動する際にアカウント情報入力が必要です
ログイン IDとパスワードを入力すれば、レートを読み込みます

　MT4をご使用のパソコンにインストールするためには、インストーラーを入手することから始
まります。上記ページより入手したら、インストーラーを実行し、セットアップの案内に従って手
順を進めます。不明点があれば、「EZ MT4インストール方法」という操作マニュアルを参照しま

最初はこの状態最初はこの状態
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FX口座とCFD口座の
切り替えは簡単！

MT4に複数の口座を追加するには、メニューバー「ファイル」
＞「取引口座にログイン」を選び、ID、パスワードを入力

口座を切り替えたいときはナビゲーターからログインし直す！

　例えば、初回にFX口座のログイン情報を入力してロ
グインし、次にCFD口座を追加したい場合は、上記手
順でログイン情報入力画面を呼び出し、新たに追加し
たい口座のID、パスワードを入力します。
　また、デモ口座の場合は、デモ口座のIDとパスワード
を入力し、サーバーを「EZInvestsecurities-Demo」
に変更するとデモ口座にログインできます。

　取引口座にログインした場合、MT4画面左側の
ナビゲーターウインドウに、アカウント名が表示
されます（左画像では二つのアカウントが入って
いる状態）。そしてこれらを切り替えるには、アイ
コンまたはアカウント名をダブルクリックして、
ログインし直します。

ワンポイント！
ログイン情報の入力時、「ログイン情報を保存」のチェック
ボックスにチェックを入れておくと、次回以降の入力は不
要となります。
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各ウインドウの解説

チャートとサブウインドウの役割

　チャートを画面一杯に表示したい場合には、開いてい
るウインドウが邪魔になります。それらは「×」をクリッ
クして閉じることで、チャートの領域を広げることがで
きます。またメニューアイコンのバーも移動が可能で、
一列に並べることでさらにチャート領域が広がります。

①メニューアイコン

①①

②② ④④

⑤⑤

③③

　各種操作をすぐに実行できるアイコンが並んで
います。新規チャートや各種ウインドウの展開、
チャートの時間足の切り替え、拡大縮小など、さ
まざまな操作をワンクリックで行えます。

②気配値表示
　通貨ペアや株価指数のリストが並び、Bid と
Ask が表示されます。通貨ペア（株価指数）名を
チャートにドラッグ＆ドロップすることで、
チャートを切り替えられます。

③ナビゲーター
　「口座」「インディケータ」「エキスパートアド
バイザ」「スクリプト」の各種情報、ファイルが
ツリー状に格納されています。「インディケータ」
と「エキスパートアドバイザ」はチャート上にド
ラッグ＆ドロップすることで、対象をチャートに
反映することができます。

④チャート

ワンポイント！

　ローソク足（またはバーチャート、ラインチャー
ト）が表示されます。任意のテクニカル指標の挿
入、各種ラインや図形の描画など、チャート分析
に役立つツールを自由自在に操ることができま
す。

⑤ターミナル
　取引履歴や保有ポジション等の口座情報を見る
ことができます。下のタブをクリックすることで、
それぞれの情報に切り替わります。
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チャート表示で
覚えておきたいこと

チャートに「アップデート待機中」と出た場合の修正方法

ワンポイント！

気配値表示のリストを増やす方法

　口座を切り替えたときなどに、それまで読
み込まれていたチャートが「アップデート待
機中」という表示になる場合があります。こ
の症状が出た場合は、気配値表示ウインドウ
から、任意の通貨ペア（株価指数）名をドラッ
グ&ドロップすることで、再表示できます。

　気配値表示ウインドウを右クリックし、「すべ
て表示」を選ぶと、全ての取扱い銘柄（FX、株
価指数）がリストアップされます。また、「通貨
ペア」からは、個々の表示／非表示を選べます。

ドラッグ&ドロップでチャートを再表示ドラッグ&ドロップでチャートを再表示

　ドラッグ & ドロップとは、マウス操作の
こと。移動させたいファイル上で左クリッ
クしたまま目的の場所まで移動させ（ド
ラッグ）、移動できたら左クリックを離す
（ドロップ）という操作です。

通貨ペアを選んで左クリックしっぱなし

チャート上で左クリックを放すチャート上で左クリックを放す
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見たいチャートを
開いてみよう

新しいチャートを開く方法
①「新規チャートの作成」アイコン　　＞任意の通貨ペア（株価指数）を選ぶ
②気配値表示ウインドウから任意の通貨ペア（株価指数）をドラッグ&ドロップ

最初に表示されるバーチャートをローソク足に変える方法

　王道としては上記の二つの方法で、見
たいチャートを開くことができます。な
お、最初はやや小さい画面で表示される
ので、大きくしたい場合はチャートウイ
ンドウ右上の「□」（最大化ボタン）をク
リックします。

ローソク足ローソク足 拡大ボタン拡大ボタン

バーチャートをローソク足にして拡大！バーチャートをローソク足にして拡大！

「□」ボタンで最大化！「□」ボタンで最大化！

①「新規チャートの作成」アイコン　　＞任意の通貨ペア（株価指数）を選ぶ
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チャートの操作方法

マウス操作でチャートを動かすことができる

チャート上部アイコンで簡単に時間軸を切り替え

　チャートの過去にさかのぼりたい場合は、マウスを左クリックしたまま右にドラッグします。逆
に、進めたい場合は左にドラッグします。これはマウスホイールでも可能で、下回転は戻る、上回転
は進む動きとなります。この他、チャート上で右クリックすると、さまざまな操作のメニューが展
開します。なお、画面上部の自動スクロールボタンがオンになっていると、値動きがあるたびに画
面が自動スクロールします。チャート分析等で静止させていたい場合は、このボタンをオフにし
ましょう。

　1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、週足、月足といった、9種類の時間軸が
用意されています。時間足を切り替えるには、任意のボタンをクリックするだけです。

チャートの自動スクロール
チャートの右端にスペースを作る
チャートの自動スクロール
チャートの右端にスペースを作る

マウス左クリックのまま…
右にドラッグ→時間を戻る動き
左にドラッグ→時間を進める動き

マウス左クリックのまま…
右にドラッグ→時間を戻る動き
左にドラッグ→時間を進める動き

マウス左クリックのまま…マウス左クリックのまま…マウス左クリックのまま…マウス左クリックのまま…

過去に戻る未来に進む
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複数のチャートを表示する

表示したいチャートを全て開く＞「ウインドウ」＞表示方法を選ぶ

ワンポイント！

ウインドウの整列

水平分割 垂直分割

　複数のチャートをきれいに並べる方法として、ここでは
4種類のチャートを例に紹介します。上写真は、連続して4
種類のチャートを呼び出した状態。ここから、メニュー
バー「ウインドウ」を開くと、「ウインドウの整列」「水平分
割」「垂直分割」が選べるようになります。

　EZインベスト証券のMT4では、FXの
チャートと一緒に、株価指数CFDの
チャートを表示することができます。そ
のため、ドル円と日経225を並べて相関関
係を調べるなど、FXと株価指数を横断し
た市場分析が可能になります。
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テクニカル指標を表示してみよう

「挿入」＞「インディケータ」から任意のテクニカルを選択
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　パラメータータブでは、移動
平均線の期間や種別、色、線の
形状などを設定します。種別
「Simple」なら、単純移動平均
線となります。なお、線をカス
タマイズしたい場合には、スタ
イルから線の色や形状、太さを
選択できます。ここでは、線を
1段階太くしました。

　期間「14」の単純移動平均
線が赤色で描画されました。ち
なみに、移動平均線上で右ク
リックすると、プロパティ画面
が呼び出せたり、線を削除でき
たりといったメニューが展開
します。



テクニカル指標は複数表示できる

さまざまなテクニカルを表示できるのがMT4の魅力

チャートを右クリック＞「表示中のインディケータ」で、各テクニ
カルの編集や削除ができる
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ボリンジャーバンドボリンジャーバンド

RSIRSI

20日単純移動平均線（20SMA）20日単純移動平均線（20SMA）

200日単純移動平均線（200SMA）200日単純移動平均線（200SMA）

75日単純移動平均線（75SMA）75日単純移動平均線（75SMA）

MACDMACD

　MT4の魅力の一つが、多彩なテクニカル指標を使った分析ができること。上画像のように、メー
ン画面ではボリンジャーバンドと3種類の単純移動平均線を描画し、そしてサブ画面にRSIと
MACDを挿入しました。このように、数多くのテクニカル指標を表示できるというカスタマイズ性
の高さから、ユーザーの支持を得ています。

　「表示中のインディケータ」画面
を呼び出せば、チャートに表示され
たテクニカル指標の一覧が表示さ
れます。ここで編集や削除が行えま
す。



チャートの表示パターンを
保存しよう

オリジナルの環境を保存→いつでも呼び出せるようになる
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　オリジナルのテクニカル指標の組
み合わせを設定したら、その環境を保
存しましょう。チャートの背景（ロー
ソク足やテクニカル指標のない部分）
で右クリックすると展開するメ
ニューから「定型チャート」＞「定型と
して保存」を選び、任意の名前を付け
て保存することで、別のチャートに保
存した環境を簡単に反映することが
できます。

　トレンド系指標として、3本の指数移動平均線（5、25、75）、オシレーター系指標としてRSI
（14）を表示しています。移動平均線は、その並びからトレンドを把握することができ、短期＞中期
＞長期なら上昇トレンド、その逆なら下降トレンドにあると判断できます。一方のRSIは買われす
ぎ／売られすぎを示すオシレーター。価格とRSIのダイバージェンス（逆行現象）によりトレンド発
生／終焉を察知したり、レンジ相場での逆張りの合図としたりすることもできます。「挿入」＞「イ
ンディケータ」＞「オシレーター」＞「Relative Strength Index」と選びます。

ワンポイント！
　指数移動平均線は、P10 で解説したパラメータータブで、移
動平均の種別「Exponential」を選択することで表示できます（デ
フォルトでは「Simple」＝単純移動平均線）。



定
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定
型
チ
ャ
ー
ト
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デ
ア
③

　ボリンジャーバンドとMACDの組み合わせです。前者は、統計学の標準偏差の考えに基づいた
テクニカルで、スクイーズ（収縮）とエクスパンション（拡張）によりレンジやトレンドを教えてく
れます。なお、価格は1σラインの内側に68.27％、2σラインの内側に95.45％の確率で収まり
ます。「挿入」＞「インディケータ」＞「トレンド」＞「Bollinger Bands」と選び、パラメーターの偏差
が1なら1σが描画。一つの偏差しか表示されないので、2σも表示したい場合は、同工程を繰り返
して偏差を2にします。なおセンターラインの色を変えたい場合は、同期間の単純移動平均線を、
別の色に設定して重ねます。一方のMACDは移動平均線に特殊な計算を施して作成するもので、
そのクロスによりトレンド発生／終焉を教えてくれます。「挿入」＞「インディケータ」＞「オシレー
ター」＞「MACD」と選びます。

　こちらはEZインベスト証券が無料プレゼントしているMovingAverageCrossIndicatorと
StochasticIndicatorを組み合わせたアイデア。前者は移動平均線のゴールデンクロス／デッド
クロスの際に、後者はストキャスティクスのゴールデンクロス／デッドクロスの際に矢印を描画
してくれるもので、トレンドの察知や、利確・損切りの目安に利用できます。いずれも「挿入」>「イン
ディケータ」＞「カスタム」から選びます。
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チャートの組み合わせ
パターンを保存しよう

オリジナルの環境を保存→いつでも呼び出せるようになる
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チャート組表示のアイデア①

銘柄表記

　画面表示したいくつかのチャートの組み合わ
せ（組表示）は、簡単に保存／呼び出しすること
ができます。メニューバー「ファイル」＞「チャー
トの組表示」＞「名前を付けて保存」を選ぶと、現
在設定されているチャートの組表示の保存が可
能。以後は同メニューから選べるようになりま
す。

保存するとこのリストに追加される保存するとこのリストに追加される

　同一銘柄の異なる4種類の時間軸を並べたデイトレ用のパターンです。右下から反時計回りに日
足→4時間足→1時間足→15分足の配置。日足を起点に、この順番で時間軸を落として相場環境を
確認し、最終的には15分足でエントリータイミングを見極めようという分析ができます。

Aussie200＝豪：S&P/ASX200 指数　CAC40＝仏：CAC40　DAX30＝独：DAX30　DJ30＝米：NYダウ　
Europe50＝欧：ユーロ・ストックス50　HongKong50＝香：香港ハンセン指数　Japan225＝日：日経225　
NASQ100m＝米：ナスダック100　SPX500m＝米：S&P500　UK100＝英：FTSE100

Japan225_15分足Japan225_15分足

Japan225_1時間足Japan225_1時間足

Japan225_日足Japan225_日足

Japan225_4時間足Japan225_4時間足
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チャート組表示のアイデア②

チャート組表示のアイデア③

　こちらも株価指数とFXを表示したパターン。日経225、NYダウ、ドル円の3種類の、15分足、1
時間足、日足です。日足で中長期の流れを見つつ、1時間足で短期の流れを追い、そして15分足で
トレードするといったデイトレード向きの構成となります。

Japan225_15分足Japan225_15分足 Japan225_1時間足Japan225_1時間足 Japan225_日足Japan225_日足

DJ30_15分足DJ30_15分足 DJ30_1時間足DJ30_1時間足 DJ30_日足DJ30_日足

USDJPY_15分足USDJPY_15分足 USDJPY_1時間足USDJPY_1時間足 USDJPY_日足USDJPY_日足

　日米英のFXと株価指数の1時間足を並べたデイトレ向けのパターン。株価指数では日経225、
NYダウ、UK100を、FXではドル円、ユーロドル、ポンドドルを横に並べました。ドル、円、ユーロ、
ポンドの相関関係（横軸）、通貨と株価の相関関係（縦軸）を、一つの画面でチェックすることができ
ます。

Japan225_1時間足Japan225_1時間足 DJ30_1時間足DJ30_1時間足 UK100_1時間足UK100_1時間足

EURUSD_1時間足EURUSD_1時間足 GBPUSD_1時間足GBPUSD_1時間足USDJPY_1時間足USDJPY_1時間足



無料でもらえる
EAとインディケーター

EZインベスト証券公式サイトのマイページから、オリジナルの
インディケーターとEAをダウンロードできます

EAもインディケーターも、「.ex4」ファイルを所定のフォルダに
格納することで使えるようになる

■EA
「ファイル」＞「データフォルダを開く」
＞「MQL4」＞「Experts」に入れる

■インディケーター
「ファイル」＞「データフォルダを開く」
＞「MQL4」＞「Indicators」に入れる
※ファイルを入れ終わったら再起動！

　マイページからEAやインディケーターのZIP
ファイルをダウンロードしたら、それを解凍しま
す。解凍された「.ex4」ファイルは、上記のMT4の
所定のフォルダに入れて、初めて使えるようにな
ります。

　EZインベスト証券にライブ口座を
お持ちなら、FX口座、CFD口座のどち
らでも使えるEAおよびインディケー
ターを無料でもらえます。「マイペー
ジ」＞「EA＆インディケーター プレゼ
ント」からダウンロードできます。
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EAを使ってみよう！

カスタムインディケーターを使ってみよう！
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　EAを呼び出す場合は、ナビゲーターウインドウの「エキスパートアドバイザ」から任意のものを
チャートへドラッグ&ドロップします。チャートの右上に、EAの名前と顔のアイコンが表示される
ので確認しましょう。そしてそのEAのオン／オフは、上部アイコンの「自動売買オンオフ」ボタン
で切り替えます。

　カスタムインディケーターは、ナビゲーターウインドウの「エキスパートアドバイザ」から任意
のものをチャートへドラッグ&ドロップで挿入できます。あるいは、メニューバー「挿入」＞「イン
ディケータ」＞「カスタム」から選択する手順もあります。

ドラッグ&ドロップドラッグ&ドロップ

ドラッグ&ドロップドラッグ&ドロップ

停止状態 稼働状態



EAを稼働させる／
バックテストする方法

EAのバックテストをしてみよう

バックテストのモデルは3種類

　EAは「ストラテジーテスター」でバックテストなどを行うことができます。上部アイコンまたは
メニューバーから「ストラテジーテスター」を選ぶと、テスターウインドウが開きます。ここで「エキ
スパートアドバイザ（EA）」「通貨ペア」「期間」「モデル」などを設定して「スタート」をクリックすれ
ば、それに応じたテスト結果が表示されます。

　バックテストのモデルには、高精度、中間、簡易版の3種類が用意されています。上位の①全
ティックは正確なテストをするために時間を要するので、まずは下位の③始値のみから試して、大
まかな成績を確認するのがお勧めです。

①全ティック　②コントロールポイント　③始値のみ

18
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　「エキスパートアドバイザ」でテストするEAを選びます。そして「通貨ペア」は銘柄、「期間」は時間
軸、「モデル」はテストの精度、といった項目を決め、「スタート」をクリックします。緑色のバーがテ
ストの進捗を示し、これが右端まで進めば完了。下部タブを切り替えて、さまざまな情報の確認が
できます。

　エントリー、イグジットのあった時間や価格、損益、残高などがリストアップされます。リスト上
で右クリックするとメニューが展開し、「レポートの保存」などの操作が選べるようになります。

　損益のグラフが確認できます。縦軸は残高、横軸はトレードの回数を示します。ざっくりと、右肩
上がりであればプラス収支、右肩下がりであればマイナス収支だということが判断できます。

　レポートでは、純益やプロフィットファクター、ドローダウン、勝率などの成績が一覧できます。
この成績を改善すべく、EAのパラメーターを変更し、再度バックテストを行ってブラッシュアップ
するといった使い方もできます。

「結果」画面の見方

「レポート」画面の見方

「グラフ」画面の見方

「セッティング」画面の見方



株価指数CFD攻略のツボ

株価指数10種類の月足チャート
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株価指数がFXよりも狙い目な理由

経済は成長を目指すもの！
超長期的に上昇を期待

強いトレンドが発生しやすく
順張りで大きな利益を狙える

実はチャンス!?
暴落時は売りが狙い目

　株価指数は、FXと同様に買いからでも売りからでも取引ができます。日経225はここ数年、上昇
基調であるため買いから入る取引が有効でした。一方で、大きく調整する局面もあり、そこでは売
りから入る取引をすることで収益を求めたり、あるいは日本株を保有している場合はその下落リ
スクに対するヘッジとして使ったりすることもできます。このように、幅広い用途で使えるのが、
株価指数CFDの魅力だといえます。

　FXは通貨同士の力関係により価格が上がった
り下がったりしますが、株価指数はその国への評
価のようなもの。各国は経済成長を目指していま
すから、超長期的には上昇していくというシナリ
オが期待できます。

　上図のチャートのように、日経225やNYダウ
では、明確な上昇トレンドは長く継続しやすい特
徴があります。これは株価指数取引ならではの傾
向なので、強力なトレンドを発生を見極めれば、買
いからの取引で大きな利益を得られることも。

　経済的ショックが発生すると、株価指数は下げ
幅を拡大するという特徴があります。その際は売
りから入る取引が狙い目となります。

原資産の取引時間外でも
トレードすることができる

　株価指数CFDは、原資産の取引時間外でも取引
ができます。そのためNY市場の相場動向を見なが
ら、日経225を取引するといったことも可能にな
ります。

Aussie200Aussie200

DAX30DAX30

CAC40CAC40

DJ30DJ30 Japan225Japan225

NASQ100mNASQ100m

SPX500mSPX500m

UK100UK100
HongKong50HongKong50

Europe50Europe50


