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著作権及び免責事項等 

インジケーター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 

インジケーター『OANDA Open Order』（以下、インジケーター）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。 

 

インジケーター及びマニュアルの著作権は、株市会社テラスに帰属します。 

 

インジケーター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、著作物はインジケーターの利用方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OANDA注文情報インジケーター『OANDA Open Order』をダウンロードいただき、あ

りがとうございます。 

 

 

OANDA 注文情報インジケーターの開発を行いました株式会社テラスと申します。 

わたしどもは253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。 

 

「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。 

 

また代表 林は 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。 

 

 

 

株式会社テラスのウェブサイト 

http://www.openterrace.jp/ 

http://www.openterrace.jp/
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第 2 章 

インジケーターの特徴 
 

●利用環境 

注文情報インジケーター『OANDA Open Order』は OANDA Japan 株式会社提供の OANDA 

MT4のライブ口座のみで利用できます。 

 

●利用メリット 

テクニカル指標だけを見て、投資機会を見つけるやり方は終わりました。 

『OANDA Open Order』を利用することで、他のトレーダーの注文が多く集まる「買い注文、売り

注文」を見つけることができます。 

たとえば、上昇トレンドの先に厚い売り注文があれば、上値が重くなると予想できるかもしれま

せん。あるいは、価格がその厚い売り注文のラインを上抜けた場合は、さらに上昇基調が続く

と予想できるかもしれません。 
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また、厚い買い注文があれば、買いを支えてくれるだけでなく、反発のチャンスを見つけること

ができます。もしくは、価格がその厚い買い注文のラインを下抜けした場合は、さらに下落基調

が続くと予想できるかもしれません。 
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●画面説明 

MT4 上での『OANDA Open Order』を設置すると、下記のようなインジケーターが表示されま

す。 

 
①価格帯別注文量グラフ 

価格帯別の買い・売りの注文量が表示されるグラフです。右に青色のバーが伸びている価格

帯ほど「買い注文」が多く、左にオレンジ色のバーが伸びている価格帯ほど「売り注文」が多く

なります。なお、同じ価格帯の買い注文量と売り注文量は相殺して、買いもしくは売りどちらか

の注文量として表示しています。 

 

②厚い注文ライン 

チャート内に表示されている注文量バーのうち、買い・売りそれぞれで大きな注文量がある２か

所に横線が表示されます。買い注文は青色、売り注文はオレンジ色の横線で、ラインの下に補

足情報として注文が出ている価格帯（○○以上○○未満）が表示されます。 

 

③表示データの時刻ライン 

データがいつ時点のものかを表示した時間線（赤の縦線）です。市場が開いている時間におい

ては、通常２０分ごとに情報が更新されます。 

 

ｃｃｃｃｃｃｃｃｆｃｖｆ 

①価格帯別注文量グラフ 

②厚い注文ライン 

③表示データの時刻ライン

ライン 
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また、チャート左上には文字情報が表示されます。 

 

 

④表示データの時刻 

さきほどの③と同じくデータがいつ時点のものかを示した時刻情報です。 

 

⑤ポジション情報 

OANDAを利用するトレーダーの全ポジションに占める買いポジション、売りポジションの割合で

す。注文情報と異なり、トレーダーが「すでに保有しているポジション」に関する情報である点に

ご注意ください。 

 

④ 

⑤ 
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●具体的な利用事例 

それでは、具体的な利用事例をご紹介します。 

 

事例１：  ブレイクアウトを見極める 

 

（2016年 5月 25 日 GBPJPY の 5分足チャート） 

 

①A さんは値動きのあまりない退屈なレンジ相場のチャートを眺めていました。 

②するとレンジの範囲を超えて、少し価格が下がりはじめました。ちょうどチャート上に描かれ

た赤い縦線のタイミングです。変化を感じたＡさんは『OANDA Open Order』インジケーターを見

て驚きました。厚めの売り注文が下の方にまとまって出ているためです。 

A さんは厚めの売り注文のある価格帯では、相場が売り方向に走りやすいと考え、「売り」を仕

掛けました。しばらくレンジ相場であったため、相場を動かすエネルギーが貯まっていると感じ

たことも他の理由として挙げられます。 

その後、売り注文の価格帯では、順調に価格は下がりました。 

③A さんは買い注文のある価格帯で反発する可能性もあると考え、利益確定はそこまで価格

が落ちる前に行いました。

データ 

表示後 

値動き 

②厚めの売り注文があるぞ！ 

下に走るポイントかもしれない 

③買い注文があるので、このライン 

で反発かも。早めに利確しよう。 

売 

利確 

①退屈なレンジ相場だな

ぁ 
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事例 2：  反発のタイミングを見極める 

 

（2016年 5月 26 日 NZDUSD の 5 分足チャート） 

 

①Ｂさんは逆張りが好きなトレーダーです。NZDUSDは 3時間ほど価格を下げ続けています。ト

レンドに逆らわない程度の少しの反発があってもおかしくないタイミングです。 

②チャート上に描かれた赤い縦線のタイミングに、『OANDA Open Order』インジケーターを見た

Ｂさんは思わずチャートを凝視しました。現在の価格の下に、厚めの買い注文が２つ連なって

いるからです。これは抵抗線として働けば、反発するかもしれません。 

さらに様子を見続けていると、3 本のローソク足で下値を試しています。しかし、厚い買い注文

に阻まれてなのか、なかなか売り崩せません。そこで、Ｂさんは 4本目のローソク足での上昇を

反発タイミングと考え、「買い」で仕掛けました。 

③その後、順調に価格はあがり、5 本連続で陽線となるタイミングでＢさんは利益確定をしまし

た。このタイミングで決済したのは、もともと小幅な反発を狙ったトレードであることに加え、売り

注文がある価格帯まで価格が上がり、上値が重くなってくるかもしれないと考えたためです。 

 

 

データ 

表示後 

値動き 

買

い 

利確 

②厚い買い注文の 

価格帯は反発機会！

ス！ 

③売り注文のほうが多 

いため、大幅な反発 

は望めず、利確。 

①ずっと値下がりしてい

るな。少しの反発ぐら

いはありそう。 
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事例 3： トレンドの強さを見極める 

 

（2016年 5月 25 日 AUDUSD の 5 分足チャート） 

 

①Ｃさんは AUDUSD のチャートを見ながら、上昇トレンドに乗るタイミングを探っていました。上

昇トレンドと考えたのは、移動平均線が右肩上がりであるためです。 

②しかし、チャート上に描かれた赤い縦線のタイミングに、『OANDA Open Order』インジケータ

ーを見たＣさんはがっかりしました。現在の価格よりも上に２つの厚い売り注文があるからです。

これは買い手側にとっては、大きな壁とも言えます。 

さらに、移動平均線の角度も緩やかになってきており、売り注文の壁を突破するほどトレンドが

強いと思えなくなり、Ｃさんは買い注文を見送りました。 

③その後、上値は抑えられる展開となり、結果としてＣさんは余計な取引をせずに済みました。 

 

以上、３つの事例で『OAND OpenOrder』インジケーターの活用例を紹介しました。短期トレード

だけでなく、１時間足や４時間足のチャートで見ることで、中長期で見た指示線、抵抗線として

の活用や、指標発表前などの経済イベント前に、他のトレーダーの注文状況で思惑を見るなど

今まで活用していなかった新しい情報を参考にトレードが行えます。

データ 

表示後 

値動き 

①移動平均線 25本が 

上昇中。買いで上げ 

トレンドに乗りたい！ 

②厚めの売り注文が上に 

２つもある。 

今回、買いは見送ろう。 

③上値は抑えら 

れる結果に。 

見送り

り確 
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          第 3 章 

インジケーターの初期設定 
 

 初期設定の手順 

1 ダウンロードファイル内にある[OANDAOpenOrder.exe]をダブルクリックして実行してください。 

もし、[ユーザーアカウント制御]ウィンドウが表示されたら、[はい]ボタンをクリックしてださい。 

2 下記のようなウィンドウが開きます。[次へ]ボタンをクリックしてください。 

  

3 ライセンス条項をお読みいただき、同意いただく場合、[同意する]のラジオボタンをチェックし、[次へ]ボタ

ンをクリックしてください。 

 

4 PC に入っている MT4 が自動抽出され、表示されます。OANDA の MT4 だけに[チェック]を入れ、[次へ]

ボタンをクリックしてください。 
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 初期設定の手順 

5 [インストールの準備の完了]の画面が表示されたら、[次へ]ボタンをクリックしてください。 

[インストール中..]の画面が表示され、インストールが完了したら、[次へ]ボタンをクリックしてください。 

        

6 インストールが完了したら、[完了]ボタンを押します。以上で初期設定は完了です。 
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＜初期設定が上手くできない場合＞ 

もし、上記方法で初期設定ができない場合は、下記の手動操作で初期設定を行ってくだ

さい。 

 手順 

1 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。[Indicators]フォルダを開きます。 

 

4 [Indicators]フォルダの中に、ダウンロードした[OANDA_OpenOrder.ex4]ファイルをコピーし、貼り付けま

す。 

5 ウィンドウを閉じ、再度、手順 1、２と同じ作業を行います。 

手順１：メニューバーの[ファイル」 → [データフォルダーを開く] 

手順２：[MQL4]フォルダを開きます。 

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

 

6 [Libraries]フォルダの中に、ダウンロードした[fxlabsnet.dll]ファイルをコピーし、貼り付けます。 

7 MT4を閉じます。 
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第 4 章 

利用方法 
 

 

 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 対応している通貨ペアのチャートを開きます。 

・メニューの[ファイル] → [新規チャート] → 「下記の対応通貨ペア」 

 

＜OANDA Open Order対応通貨ペア＞ 

USDJPY, EURUSD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, AUDUSD, GBPUSD, EURAUD, EURCHF, EURGBP, 

GBPCHF, NZDUSD, USDCAD, USDCHF 

 

（注意）上記は 2016年 5月時点の対応通貨ペアです。 

最新の対応通貨ペアは下記のリンクよりご確認ください。 

https://www.oanda.com/lang/ja/forex-trading/analysis/forex-order-book 

3 チャートの見たい時間足を設定します。 

・メニューの[チャート] → [時間足設定]→ 「任意の時間足」 

4 左の[ナビゲーター]ウィンドウの中の [インジケーター ]内に入手したインジケーター名（OANDA_ 

OpenOrder）が表示されます。該当のインジケーターを選択し右クリック、[チャートに表示]を選択します。 

 

https://www.oanda.com/lang/ja/forex-trading/analysis/forex-order-book
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 手順 

5 下記のようなウィンドウが表示されます。 

[DLL の使用を許可する]にチェックを入れ、[OK]ボタンを押します。 

 
（参考）『OANDA OpenOrder』インジケーターは DLLファイル（fxlabsnet.dll]）を用いて注文情報を取得する

ため、[DLL の使用を許可する]必要があります。 

6 下記のようにチャート画面に『OANDA OpenOrder』インジケーターが表示されます。 
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 手順 

（注意） 

インジケーターが表示されない場合、下記の順番でご確認ください。 

 

1) 「Error: DLL is not allowed」という警告文がポップアップで表示 

↓↓↓ 

手順 5の DLLの使用許可の設定に失敗しています。手順 4より再度、実施してください。 

 

2) チャート左上に「本インジケーターは OANDA Japanの MT4のライブ口座でのみ稼働します。」と表示 

↓↓↓ 

OANDA JapanのMT4のライブ口座でログインし直し、手順2より再度実施してください。なお、OANDA 

Japanの MT4であっても、デモ口座では稼働しないため、ご注意ください。 

 

3) 『OANDA OpenOrder』インジケーターが対応していない通貨ペアに設定している可能性があります。 

「手順 2の対応通貨ペア」のチャートにインジケーターを設置しているかをご確認ください。 

 

4) [fxlabsnet.dll]ファイルが指定のフォルダ内に設置されていない可能性があります。下記の方法でご確

認ください。 

 

メニューバーの[ファイル」→[データフォルダーを開く] 

[MQL4]フォルダ→[Libraries]フォルダの中に、[fxlabsnet.dll]ファイルがあるか確認 

 

もし、[fxlabsnet.dll]ファイルがなければ、インジケーター配布ファイル内の[fxlabsnet.dll]ファイルをコピ

ーし、[Libraries]フォルダの中に貼り付けてください。 

 

5) 設置した fxlabsnet.dllファイルの動作に必要な「Microsoft .NET Framework 3.5」がインストールされて

いない可能性があります。下記の方法でインストールして下さい。 

 

<Windows 7/8の場合> 

[コントロールパネル] →[プログラム] →[Windowsの機能の有効化または無効化] 

→ [.NET Framework 3.5]の左のボックスに[チェック]を入れる → [OK]ボタンを押す 

 

<Windows XP/Vista/Server2003/Server2008の場合> 

下記の Microsoft .NET Framework 3.5 の案内に従い、インストールして下さい。 

https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=21 

 

 

https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=21
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 手順 

6) 注文やポジション情報を持っている OANDA サーバーがアクセス集中やメンテナンスなどの理由で一

時的にサービスを停止しており、インジケーターが表示されない場合があります。下記の方法で、サ

ーバーのサービスが停止していないかをご確認ください。もし、サービスが停止している場合、お手数

ではございますが、サービスが再開するまでしばらくお待ちください。 

 

[ターミナル]ウィンドウの[エクスパート]タブをクリックすると、インジケーターの動作に関するメッセー

ジが表示されます。 

（もし、[ターミナル]ウィンドウがMT4上に表示されていない場合、メニューの[表示] → [ターミナル]を

クリックしてください。） 

 

サーバーがサービスを停止している場合、たとえば下記の文章がメッセージの一部に表示されます。 

 

リモート サーバーがエラーを返しました: (503) サーバーを使用できません 場所 System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() 場所 fxlabsn 

Invalid refnum passed in -1 

Invalid refnum or index passed in (refnum = -1, idx = -2) 

 

7 もし、インジケーターを自分にあったカスタマイズ（注文ライン数、グラフの色、線の色・太さ、文字の大き

さ、表示言語、グラフの大きさなど）を行いたい場合は、第 5章 パラメーター設定をご覧ください。 
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●覚えておきたい操作 

以下の２つの操作は『OANDA OpenOrder』インジケーターを利用する際、必ずといっても使う操作です。 

インジケーターを最大限活用するためにも、ぜひ覚えてください。 

 

1. 広い範囲の注文情報を見る 

チャート右端の価格軸を「クリックしながら、下に移動」させます 

 

すると下の画像のとおり、チャートの価格の上限下限が拡大して、広い範囲で注文量グラフが見えます。 

 

逆にチャート右端の価格軸を「クリックしながら、上に移動」すると、チャートの価格の上限下限が縮小し、

より狭い範囲の注文量グラフが見えます 
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2. 情報をすぐに更新する 

チャート上で[右クリック]→[更新] 

 
すると、『ONADA OpenOrder』インジケーターの情報が更新されます。 

広い範囲の価格の注文量グラフを見るとき、すぐに情報が更新されない場合などにご利用ください。 

 

（備考） 

『ONADA OpenOrder』インジケーターは時間が経過する、もしくはチャートの価格範囲が変わると、自動

的にデータを更新します。ただし、データを配布するサーバーに負荷をかける行為は避けるように求めら

れているため、頻繁に情報取得はしない仕組みになっています。そのため、すぐに情報を更新したい場

合は、上記の方法をご案内しています。 
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第 5 章 

パラメーター設定 
 

 

 手順 

1 チャート上で[右クリック]→[表示中の罫線分析ツール] 

 

2 パラメーターを変更したいインジケーターを選択し、[編集]ボタンをクリックします。 

  

3 ポップアップ画面があらわれますので、「パラメーター入力」タブをクリックし、次ページのパラメーターの

説明を参考に、パラメーターの変更を行ってください。 
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パラメーターの説明 

 

パラメーター 説明 初期設定 

買い・売り注文の各ライン

数 

チャート内に表示されている注文量バーのうち、買い注文、売り

注文それぞれについて、注文量が多い順に指定した数のライン

を表示します。 

2 

【色の設定】 各要素の色をカラーパレットで指定できます。 - 

 買い注文ライン - DodgerBlue 

売り注文ライン - Orange 

グラフ右バー（買い） - DodgerBlue 

グラフ左バー（売り） - Orange 

グラフ中心線 - White 

表示データ時刻の線 - Red 

文字 - White 

【線のスタイル設定】 各線のスタイルをプルダウンの選択肢から指定できます。 - 

 買い注文ライン - 実線 

売り注文ライン - 実線 

グラフ中心線 - 実線 

表示データ時刻の線 - 実線 

【線の幅設定】 各線の幅を数値で指定できます。 - 

 買い注文ライン - 1 

売り注文ライン - 1 

グラフ中心線 - 1 

表示データ時刻の線 - 1 

【その他の設定】 - - 

 言語 チャートに表示する文字を[日本語]、[英語]から指定できます。 日本語 

ポジション情報 チャート左上に文字情報と掲載されるポジション情報の[表示]も

もしくは[非表示]を指定できます。 
表示 

グラフの幅 グラフの幅（0.5から 1の範囲）を指定できます。 0.7 

GMT調整時間 インジケーターで取得するサーバー時刻とMT4の時刻差を調整

するための時間数を数値で指定できます。通常時は数値の変

更は不要です。 

7 

 



インジケーター及び本マニュアル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。インジケーター及び本マニュアルは、お客様への

情報提供のみを目的としたものであり、特定の外国為替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。インジケーター及び本マニュアル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。本レポートはご購入されましたお客様限りでご使用ください。また、本レポートの著作権は株式会社テラスに帰属し

ており、いかなる目的であれ、無断で複製、転用、転載、交換、または転送等を行わないようお願いいたします。 

Copyright Terrace co.,ltd. 

Page 24 

 

第 6 章 

お問合せについて 
 

 

お問合せについては、「インジケーターが表示されない」という内容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などの些細なミスが原因のようです。 

 

いち早く問題を解決してインジケーターをご利用いただくためにも、本マニュアルを再度ご確認

いただければ幸いです。特にインジケーターが表示されない場合は、１６ページをご確認くださ

い。 

 

それでも解決しない場合、下記リンクの OANDA Japan サポート窓口にお問合わせください。 

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

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

 

 

本インジケーターとマニュアルが、あなたの投資に役立つことができれば幸いです。 

 

 

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

