
【海外無料 EA 日本語解説】

DragonPips Ultimate

【著作権について】

本書は日本国の著作権法で保護されている著作物です。

本書の取り扱いには以下の点にご注意ください。

■ 本書の著作権は、権蔵屋にあります。

■ 上記の者の書面による許可なく、本書の一部または全部をあらゆるデータ著積手段（印刷物、

電子ファイル、ビデオ、レコーダーなど）により、複製、流用転用および記載、転売（オークション含

む）する事を禁じます。

以上に記載した行為により著作権者が不利益を被ったと判断した場合、該当する行為を行った者

に対し、著作権法等、関係法規に基づく手続きにより法的手段により損害賠償請求などを行う場

合があることを御了承ください。

■　本書で取り上げられた情報は、作成された時点での著者の見解であります。

【免責事項】

本書の著者は、これまでの経験をもとにノウハウをまとめたものであり、

全ての読者の利益を保証するものではありません。

状況の変化に応じて、著者は、このレポートで表示した見解とは異なる見解を新しい変化に応じ

ての表現を行う権利を有しています。

また、法律、その他の分野に関しての専門的なアドバイスを与えかねること、利益や特定の目的

に対する適合性を保障しかねること、本書を使用することによって生じた、いかなる結果に対して

も責任を負わないことも御了承ください。



はじめに

海外のネット状況では、日本とは比べ物にならないほど多くの市場と情報が存在し

ています。

これは FX 事情においても同じで、海外のシェアと日本では 比較にならず、

非常に多くの無料の      EA      すら   あちこちで公開されています。

本書を読まれている方も、海外の無料 EA を拾ってきて

試したことある方もいらっしゃると思います。

私も同じように経験あります（＾＾

海外のフォーラムから無料の EA を拾ってきて 試してみて

そして・・・・「ダメだこりゃ・・」 って思ったこと・・・（＾＾；；

その通貨では、スプレッド 3pips あった FXDD 使っておいて・・・・

海外の EA のほとんどは、海外ブローカーで多い低いスプレッドを考慮して考えら

れた手法で作成されています。

　　海外の人が作ったんだから、海外のブローカーがターゲットなのは当然。

　　　　　　　　　　　　　　　　・・・ですよね（＾＾；

本レポートでは、その海外の      EA      の解説を行っておりますので、

・低いスプレッド

・ハイレバリッジ可能

･高い約定力

など 条件のよいブローカーでお試しくださいね（＾＾

また本レポートでは、解説している      EA      ごとに特徴を考慮  して、

・利用に適した海外ブロカーの選択

・海外ブローカー口座 開設代行サービス【無料】

の情報も記載しておりますので ご参考ください（＾＾



EA の特徴・手法概要

こーんにちはっ！  

【海外 EA 日本語ガイド】 担当させて頂く、権蔵屋 開発ぷぅ です（＾＾

新サービスの第一弾！ ってことで 至らない点もあると思いますが

【海外 EA 日本語ガイド】が、皆様の FX ライフの参考になれば幸いです（＾＾

それでは、早速 EA のご紹介です！

今回 ご紹介する EA は FIG      ブローカー  で 無料で配布していた

「DragonPips Ultimate v2.02.mq4」
という EA です。

まず、この EA の面白いのが、デフォルトお奨めが

GMT 19  ：  00  －  23  ：  00   【だけ】    という点です。

GMT19：00－23：00というのは、日本時間でいえば4:00-8:00で、

NY市場の取引の「後半～終わりまで」に当ります。

★「取引が盛んな時間帯を狙った EA」ということですね。

損切り・利確ポイントは、デフォルト設定では  SL25  TP5  と
小さく稼ぐスキャルピングのようにもみえますが、推奨はM15・取引時間制限あり。

パット見た限りではエントリー数は月間50平均ぐらいと

決して、数で勝負するタイプじゃありません。

エントリーの方針は、

基本的にリバース狙いですが、無理なところでのリバース狙いは極力控えてい

るようで、高い勝率を狙っているようです。

https://secure.figfx.com/land/8013739272


上の画面のように、判断の条件でかなりエントリーが絞られているのがわかります。

これは、実際にバックテストをされてみて、

エントリーのされているタイミングを見てみればすぐお分かりになると思います（＾＾

また、TP5と書きましたが、実はエントリーには複数のパターンがあり

それぞれのエントリーパターン毎に、TP      値が変わります。  

これに合わせて Lot      もエントリーの状況にあわせて変化  しており、

目標TP を稼げなさそうなところでは TP値は小さく

好条件では LOTを大きく

と、バランスの良い収支を実現する仕組みになっていそうです。

また、勝率の高さを納得させるのに十分な、

利用している指標の数の多さ、判断条件の多さがみうけられます。

使ってる指標は 実に ２０本以上（MTF)にもなります！（すごいですね・・・）

すごいのは、これらの条件で闇雲に絞っても、決して大きくエントリー数が落ちず、

それでいて収支のバランスが保てているという点。

これは、TP      変動・  LOT      変動の機能  のせいじゃないでしょうかね。

ぷぅも勉強になりました（＾＾＊

ここには反応していない

ここはエントリー



バックテストサンプル

　　

GPBUSD M15  2008/1-2008/12  FIG スプレッド１

基本ロット 0.１   最大DD 275

総トレード数 557  総収支 1071.47

ProfitFactor  2.11

いい感じのバックテスト結果です。

ただ 2010年の結果は あまりよくありません＾＾；

これは他の      EA      でも同じ  事が言えるのですが

2010年度は 各国の経済事情が大きく左右して 「ボラリティが過去より大きくなって

いる」「短時間での急変動を起こしやすい」など、過去の設定と 2010年の設定では、

違った結果になる事が多くあります。

これを「現在」は どうするのか。2010年の続きとして設定するのか。

過去全体を優先した設定にするのか・・・

ちょうど今(2011年 1月）が一番、判断が難しい位置づけにいますが・・・

是非、良い設定探しにチャレンジしてみてください＾＾

2010年用の権蔵屋設定を探したかったのですが、EA の処理が重すぎて

最適化などに時間がかかりすぎて 行えませんでした・・・

また、他の各 EA でも FWテストでは 2011年は好結果な傾向がみられるので

デフォルト設定だけでも、デモなど試してみる価値は十分にあると思います（＾＾

利用前の想像より ずっとこだわりのある、面白そうな EA でした（＾＾



設定パラメータ説明

BalanceTarget アカウント純資産が この値より多い時だけ取引されます。

OpenHour

CloseHour

取引対象時間をGMT時間で指定します。

指定するのは GMT時間ですので、サーバーの違いによる変更は不要です

BalanceTarget アカウント純資産が この値より多い時だけ取引されます。

MoneyManagement Lot自動調節機能ON/OFF

MM_Mode Lot自動調節機能がONの場合の詳細モード

　　　　　1-余剰金  2-純資産  3-残高  を対象にします。

Lots Lots

MaxLots 最大ロット。Lot自動調節でもこの最大Lot を超えることはありません。

Aggressive ロットを小数点 2桁までに抑える場合に true にしてください

MaxTrades 最大同時エントリー数

MaxTrades この回数分アラートが起こるととまります。

Spread このスプレッドを超えている場合は取引しません。

StopLoss ストップ

TakeProfit 利確

Use_TimeProtectionLevels 時間制御機能のON/OFF

MinutesToClose_Level_1

PipsToClose_Level_1 

(最大５つまで）

時間制御がONの場合、エントリー後に●分経過し 且つ ■pips離れたらク

ローズします。

Use_RangeFilter

Range_PreviousBars

Max_Range

レンジフィルターONの場合、過去Range_PreviousBars 本の足の高値・安値

の差がMax_Range Pips を超えるとエントリーを抑制します。

Use_Close_AllTrades

Close_AllTrades_At

Close_AllTrades_At の時刻で全クローズするモード ON/OFF

Use_Strategy1から 4 4つのエントリーパターンの利用ON･OFF

ATR_Threshold ATRがこの値を超えている時はエントリを抑制します

Slippage スリップページ

MagicNumber マジック番号。この値＋4まで使用されます。

MessageAlert メッセージアラート ON/OFF

SoundAlert 音だけアラートON/OFF

SoundFileAtOpen

SoundFileAtOpen

エントリー時、決済時のアラートファイル名

Use_Manual_GMTOffset

Manual_GMTOffset

自動でGMTオフセットを取得させずに、手動で指定したい場合に使用。

GMTOffset_for_Backtests バックテスト用GMTオフセット  バックテスト時 は必ず指定してください



EA 使用条件・注意点

本 EA がマニュアルで推奨しているのは、EUR/USD、GPB/USD  M15 です。

また、2010年の EUR通貨は特に 小さい指標の動き以上に 経済状況が大きく影響

していますので 2010年 EURUSD のバックテストは「参考」程度にしたほうがよいと

思います。

手法的には、ボラリティが見込める通貨＋時間足では、他でも通用するのではない

でしょうか。（もちろん設定は変更必要です）

・5桁ブローカーは対応してないように見えます。

・エントリーに設定される SL/TP は、保護用で、実際の決済タイミングは      EA      が制御  

していますので、エントリー中での EA停止にはお気をつけください。

・バックテスト時は、必ず GMTOffset_for_Backtests で GMTオフセットを指定してください。

・処理が多いため、バックテストには多少時間がかかります。

　その為 最適化はかなり大変・・・。

・取引時間を NYの後半としているので 「ボラリティ」のある通貨が有効と思います。

通貨によっては、稼動時間の変更もありではないでしょうか。

・エントリーパターン毎にMagicNumber を変えているため、

 設定のMagicNumber      から      MagicNumber  ＋３まで     この EA で利用します。

・デフォルトの最大スプレッド指定が 4と、割と広いと思いますが

　目標TP が 5ですので、「  5pips      稼ぐために      4Pips   先に  支払う」  ってことになり

　スプレッドが大きいと効果は激減すると思います（＾＾；

・使っているインジケーターが 複数の時間足を指定して使っているので

　どの時間足で動かしても同じ結果になる気がします。



権蔵お勧めブローカー

本 EA は、目標TP が小さいことを考えると

スプレッドが低いこと

約定力が高いこと

が重要だと思います。

お勧め①

　　　低めのスプレッドに高い約定力が魅力！  FXClearing
　　　カナダのブローカーですが、全体的に幅広く好条件が揃っており

　　　利用しやすいブローカーです。

　　　　　　【図解】 口座開設  日本語ガイド

お勧め②
　　バックテストで利用した FIGブローカーです。

　　なんといっても USD絡みのスプレッドが固定１というのは非常に大きいです。

　　　　　　【図解】 口座開設  日本語ガイド

お勧め③
　　FWテストの結果を見ながら、心配もあれば

　　キャッシュバック狙い にも利用できそうな成績に見えます。

　　全体の条件がバランスのよい FXproブローカーを利用して

　　ハイレバで稼動するのもよいのではないでしょうか。

　　　　　　【図解】 口座開設  日本語ガイド

http://gonzouya.com/rescue_pckouza.html
http://gonzouya.com/rescue_pckouza.html
http://gonzouya.com/rescue_pckouza.html


権蔵が対応しているブローカー一覧

権蔵屋では 目的によってよい条件のブローカーになるものを

いくつか実際に利用した上で、権蔵屋サービスの対象のブローカーとしております。

これらの権蔵屋で対応している ブローカーはいずれも

　　　　　英語が苦手な人でも安心。 

　　　　　【図解】 日本語ガイド  

　　　　　【無料】 口座開設代行サービス 

　　　　 に対応しておりますので、　お気軽にご利用ください（＾＾

■特徴別 ブローカー 一覧表

ブローカー スプレッド 最大レバ 約定力 日本語 キャッシュバック

FIGFX  ◎ 400 △ × ×

Fxclearing  ◎ 500 ◎ ○ ×

AAAFX ○ 200 ◎ ○ ×

instaforex △ 1000 ○ ◎ ○

FXpro ○ 500 ○  ○ ○

　　　　　　　　更に詳しくは、ブローカー一覧 をご参考にどうぞ（＾＾

「  DragonPips Ultimate v2.02.mq4  」 ダウンロードは こちら  

　　　　　　　　　画面中段 EA 一覧の先頭です。

また、気になる海外無料ＥＡ・解説して欲しい海外無料ＥＡがございましたら、

下記フォームよりお気軽にご依頼ください。

　　　　　              　　　　依頼フォーム

http://gonzouya.com/form/228/form.cgi
https://secure.figfx.com/tools/expert-advisers.aspx
http://gonzouya.com/rescue_broker.html
http://gonzouya.com/rescue_pckouza.html
http://gonzouya.com/rescue_pckouza.html

