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【推奨環境】 

このレポート上に書かれているＵＲＬはすべてクリックできます。 

できない場合は最新の Adobe Reader をダウンロードしてください。（無料です） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【免責事項】 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、 

著者は一切の責任を負わないことをご了承願います。 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、 

著者は一切の責任を負わないことをご了承願います。 

 

本ツールの使用により算出されたデータご利用の際には、必要により税務署に確認され、 

ご利用者様の責任において実施願います 

 

 

 

 

 

 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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こんにちは^^ 

「FX情報商材レビュー評価 実践検証ブログ ☆禁断の世界☆」というブログを運営している 

裕-ひろです。 

 

これから、真ネコの眼を開発したきっかけと機能・活用方法についてお話しします。 

 

1. 注文・決済情報のメール・アラート機能がない FX自動売買（EA）をご利用だったり、裁量トレード

で指値・逆指値注文しておいたものが上手く約定したか知りたいとき、注文・決済情報がメール・ 

アラートで確認できたら便利ですよね。 

 

2. また、サインツールや FX自動売買（EA）を使ったトレード、裁量トレードを行っている際、 

ポジションを持っているときは、口座状況の途中経過がついつい気になりますよね。 

特に、用事があって外出していると、なかなか口座状況が確認できないので不安になるのですよね。 

 

3. さらに、FXでドル口座を使われている場合、法人だと期末一括計算なので気にする必要はありま 

せんが、個人だと取引ごとに毎日のレートで円に換算して確定申告する必要があるので大変ですよね。 

 

そこで、それら 3つのお悩みを全て解決するツール「真ネコの眼」を開発しました。 
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真ネコの眼の機能は、以下の 3つです。 

 

1. 注文・決済情報がメール・アラートで確認できる 

2. ポジション保持中、指定間隔（分単位）で定期的にメール・アラートにより口座状況が確認できる 

3. ドル口座の取引ごとの損益が、日毎のレートで円に換算できる 

(本ツールの使用により算出されたデータご利用の際には、必要により税務署に確認され、 

ご利用者様の責任において実施願います) 

 

サインツールや FX自動売買（EA）を使ったトレード、裁量トレードを行う際、 

 

1. 注文・決済が上手く約定したか確認するため 

2. 口座状況の途中経過がついつい気になってしまわれる方は、不安を和らげるため 

3. ドル口座の確定申告を効率的に行うため 

 

に是非ご活用くださいね。 

 

それでは、続いて真ネコの眼のセッティング方法について解説いたします。 
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まず、真ネコの眼からメールを受け取れるように、MT4の設定を行います。 

MT4を起動して、ツール ⇒ オプションを選択しましょう。 

 

 

オプションウィンドウが現れたら、E-メールタブを選択します。 

◆ 有効にするをチェック 

◆ SMTPサーバー：smtp.mail.yahoo.co.jpと記入（以下テストでメール受信できない場合、

smtp.mail.yahoo.co.jp:587と記入すると上手くいく場合があります。） 

◆ SMTPログインID：ヤフーメールのログインIDを記入 

◆ SMTPパスワード：ヤフーメールのパスワードを記入 

◆ 発信元：上記ログインID、パスワードのヤフーメールアドレス 

◆ 送信先：メールを受け取りたいメールアドレス(携帯・スマフォなど) 
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ここで、テストボタンを押すと下記のようなメッセージが出て、送信先のメールアドレスに 

【From】Client terminal 【Sub】Test message This is a test message. 

というメールが送られます。 

 

OKボタンを 2つとも押して、設定完了です。 
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ドル口座の取引ごとの損益を日毎のレートで円に換算したい場合は、真ネコの眼のパラメーター設定

USDtoJPY_ProfitExchangerを trueに設定する前に、以下の操作を行います。 

MT4下部のターミナル → 口座履歴タブ内で右クリック → 期間のカスタム設定 

→ 確定申告したい期間を設定して OK 
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次に、同梱した Shin-NekoNoMe.ex4を MT4の Indicatorsフォルダに保存します。 

 

※ MT4初心者講座を下記 URLに作りましたので、MT4初心者だよ～という方はご参考くださいね。 

http://efxcursion.com/mt4beginner.html  

 

MT4の Indicatorsフォルダは以下の順に辿れます。 

上部メニューバーのファイル → データフォルダを開く → MQL4 → Indicators 

→ Shin-NekoNoMe.ex4をコピー → データフォルダを閉じる 

→ ナビゲーターの罫線分析ツール上で右クリック → 更新 

 

 

 

http://efxcursion.com/mt4beginner.html
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MT4へのShin-NekoNoMe.ex4の保存が終わったら、Shin-NekoNoMe.ex4をチャート上に設定します。 

赤枠をクリックして、任意の通貨ペアを選択します。 

どの通貨ペア・時間足でもインジケーターの動作に影響はありませんが、今回は青枠の EURUSD・ 

時間足（緑枠）は 1時間足（H1）を選択しました。 

 

複数の通貨ペア・時間足のチャートを開いておられても、Shin-NekoNoMe.ex4は 1口座につき 

1つだけ設定すれば動作します。また、インジケーターなので EAがあるチャート上にも設定できます。 
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ナビゲーターの[罫線分析ツール]をダブルクリックした後、[Shin-NekoNoMe]をダブルクリック 
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パラメーターの入力タブで、各種設定を行います。 
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MailOpenOrder 注文情報をメールする場合は true、しない場合は falseを選択します。 

AlertOpenOrder 注文情報をアラートする場合は true、しない場合は falseを選択します。 

以下、メール・アラートの内容です。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【from】Expert Advisor 

【Sub】MailAlertSubで設定したタイトル（p17参照） 

 

＝＝＝ 注文情報 ＝＝＝ 

通貨ペア, 売買種別, ロット数, 注文価格, ストップ,リミット, 手数料, マジック, コメント, 注文時刻 

 

＝＝＝ 口座情報 ＝＝＝ 

口座残高, 評価損益, 有効証拠金, 必要証拠金, 余剰証拠金, 証拠金維持率 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MailCloseOrder 決済情報をメールする場合は true、しない場合は falseを選択します。 

AlertCloseOrder 決済情報をアラートする場合は true、しない場合は falseを選択します。 

以下、メール・アラートの内容です。 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【from】Expert Advisor 

【Sub】MailAlertSubで設定したタイトル（p17参照） 

 

＝＝＝ 決済情報 ＝＝＝ 

通貨ペア, 売買種別, ロット数, 注文価格, 決済価格, 確定損益, スワップ, 手数料, マジック,  

コメント, 注文時刻, 決済時刻 

＝＝＝ 口座情報 ＝＝＝ 

口座残高, 評価損益, 有効証拠金, 必要証拠金, 余剰証拠金 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IntervalTIME 注文・決済チェックを行う間隔（単位：秒）です。 



真ネコの眼 取扱説明書 

16 

 

MailCheck 定期チェックメールする場合は true、しない場合は falseを選択します。 

AlertCheck 定期チェックアラートする場合は true、しない場合は falseを選択します。 

以下、メール・アラートの内容です。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【from】Expert Advisor 

【Sub】MailAlertSubで設定したタイトル（p17参照） 

 

＝＝＝ 注文情報 ＝＝＝ 

通貨ペア, 売買種別, ロット数, 注文価格, ストップ,リミット, 手数料, マジック, コメント, 注文時刻 

 

＝＝＝ 口座情報 ＝＝＝ 

口座残高, 評価損益, 有効証拠金, 必要証拠金, 余剰証拠金, 証拠金維持率 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IntervalTime 定期チェックを行う間隔（単位：分）です。 

 

OnlyPositionCheck ポジション保有時のみ定期チェックメール、アラートをする場合は true、 

ポジションを保有していなくとも定期チェックメール、アラートをする場合は falseを選択します。 

 

MailAlertSub メール、アラートに表示されるタイトルです。そのままでも、変えて頂いても良いです。 

 

USDtoJPY_ProfitExchanger ドル口座の取引ごとの損益を日毎のレートで円に換算する場合は true、

しない場合は falseを選択します。 

 

FileName ドル口座の取引ごとの損益を日毎のレートで円に換算して出力する csvファイルの名前です。 

お好きな名前に変えて下さい。 
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パラメーターの設定が終わったら「OK」を左クリックして設定完了です。 

このとき、USDtoJPY_ProfitExchanger設定が trueだと、チャートの左上にも表示されますが 

 

「MT4左上のメニューバー ファイル(F) → データフォルダを開く(D) → MQL4 → Files」 

 

に MT4下部の口座履歴タブで指定した、確定申告したい期間における、 

ドル口座の取引ごとの損益が日毎のレートで円に換算された csvファイルが出力されます。 
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csvファイルを開いてデータを確認し、体裁を整えて印刷や保存をします。 

以下は、csvファイルをエクセルで開いたときの体裁の整え方や印刷、保存の 4つの例です。 

 

1. 「Aと Bの間、Bと Cの間、Cと Dの間・・・」でそれぞれダブルクリックすると、 

それぞれ適切な列幅に調整されます。 

 

 

2. 入力されている箇所をドラッグして選択し、罫線の格子を選択すると線で囲まれます。 
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3. ファイル → 印刷 で印刷設定を行う際には、「狭い余白」「すべての列を 1ページに印刷」を選択 

すると、列が複数ページにまたがることなく上手く印刷できます。 
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4. ファイル → 名前を付けて保存 で保存する際、初期設定はファイルの種類が「CSV（カンマ区切り）」 

になっておりますが、このままだと 2で行った罫線が反映されません。 

「Excel ブック」または旧バージョンの「Excel 97-2003 ブック」で保存しましょう。 
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「ドル口座損益の円換算方法」 

 

所得税法 

（外貨建取引の換算）  

第五十七条の三 居住者が、外貨建取引（外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、

金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。）を行つた場合には、当該外貨

建取引の金額の円換算額（外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。 

次項において同じ。）は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額と 

して、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。 

２ 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等 

（外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約と 

して財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）により外貨建取引によつて取得し、又は

発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の 

締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の 

財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項

の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の

金額又は雑所得の金額を計算するものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、

政令で定める。 
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法第 57 条の 3《外貨建取引の換算》関係 （外貨建取引の円換算） 

57 の3―2 法第 57条の 3第 1項((外貨建取引の換算))の規定に基づく円換算（同条第 2項の規定の 

適用を受ける場合の円換算を除く。）は、その取引を計上すべき日（以下この項において「取引日」と 

いう。）における対顧客直物電信売相場（以下 57の 3－7までにおいて「電信売相場」という。）と 

対顧客直物電信買相場（以下 57の 3－7までにおいて「電信買相場」という。）の仲値（以下 57の 

3－7までにおいて「電信売買相場の仲値」という。）による。 

ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額 

（以下 57 の 3－3 までにおいて「不動産所得等の金額」という。）の計算においては、継続適用を条件

として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費（原価及び損失

を含む。以下 57の 3－4までにおいて同じ。）又は負債については取引日の電信売相場によることが 

できるものとする。 （平 18課個 2－7、課資 3－2、課審 4－89追加） 

(注) 

1 電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その者の主たる取引金融

機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。 

国税庁・相談室確認情報 

海外 FX 取引において国内金融機関との継続した関連がない取引を行う場合、当該 FX 会社の配信する 

為替レートが合理的（国内金融機関の仲値との差分が小さい）、かつ、継続して使用している場合は、 

当該 FX 会社の配信レートを使用することが適当であるとの情報から、当該 FX会社の USDJPY 日足 

終値の配信レートを用いてドル口座の取引ごとの損益をそれぞれ円に換算。 
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インジケーターの設定を変更したい場合チャート上で右クリックをし、 

表示中の罫線分析ツールを選択 → 設定変更したいインジケーター名をダブルクリック 

するとパラメーターの入力が再度できるようになります。 
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また、インジケーターを削除したい場合チャート上で右クリックをし、 

表示中の罫線分析ツールを選択 → 削除したいインジケーター名を選択 → 削除ボタン 

を左クリックするとインジケーターはチャート上から削除されます。 

 

インジケーター自体が消滅するわけではありません。 

もう一度、ナビゲーターの罫線分析ツールを開き、Shin-NekoNoMeをダブルクリックすれば、 

再度インジケーターがチャート上に表示されます。 
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注文・決済・定期チェックのメール・アラートをするためにインジケーターを設定している時は、 

常に PC＆MT4(最小化していても OK)を稼働させておく必要があります。 

ちなみに、PCをシャットダウンするときは、MT4はインジケーターを削除せずにそのまま閉じて 

しまって OKです。 

再度 MT4を起動した際は、閉じる前と同じ設定になっていますので、そのままインジケーターが 

正常稼動します。 

 

インジケーター稼動時に気を付けなければならないのは、PCのスリープ設定とWindows Updateの 

自動再起動です。以下、対処法の参考 URLです。 

 

◆ PCのスリープ設定を「なし」にする方法 

⇒ http://efxcursion.com/1008.html 

 

◆ Windows Updateの自動再起動を「無効」にする方法 

⇒ http://efxcursion.com/1018.html 

 

 

 

 

http://efxcursion.com/1008.html
http://efxcursion.com/1018.html
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以上、真ネコの眼のセッティング方法の解説でした。真ネコの眼を活用すると、 

1. 注文・決済情報がメール・アラートで確認できます。 

2. ポジション保持中、指定間隔(分単位)で定期的にメール・アラートにより口座状況が確認できます。 

3. ドル口座の取引ごとの損益が、日毎のレートで円に換算できます。 

(本ツールの使用により算出されたデータご利用の際には、必要により税務署に確認され、 

ご利用者様の責任において実施願います) 

 

サインツールや FX自動売買（EA）を使ったトレード、裁量トレードを行う際、 

1. 注文・決済が上手く約定したか確認するため 

2. 口座状況の途中経過がついつい気になってしまわれる貴方の不安を和らげるため 

3. ドル口座の確定申告を効率的に行うため 

に、お役に立てましたら幸いです。 

 

著者： 裕-ひろ 

運営サイト： FX情報商材レビュー評価 実践検証ブログ ☆禁断の世界☆ 

http://efxcursion.com/ 

運営メルマガ： 禁断の世界 FX初心者が 30年で 10万を 1億にするための入門講座 

http://efxcursion.com/magazine.html 

メールアドレス： hiro@efxcursion.com 

 

http://efxcursion.com/
http://efxcursion.com/magazine.html
mailto:hiro@efxcursion.com

