
特典 【 リズムオート質疑応答集 】

■著作権について

特典レポート 「 リズムオート質疑応答集」 は著作権法で保護されている著作物です。

本書の使用に関しましては、以下の点にご注意ください。

○本書の著作権は共著者ちょめにあります。

○著作権所有者の書面による許可なく、本書の一部または全部を、あらゆるデータ蓄積手段

   を使用し、複製・流用転用および記載・転売することを禁じます。

○著作権の侵害行為と判断された場合、５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に処

　せられます。その後に損害賠償責任が発生しますので、お取り扱いには十分ご注意下さい。

損害賠償

　あなたが本契約に違反した場合、本契約の解除に関わらず、あなたはちょめに対し、

　その違約金として、一律３００万円を支払うものとします。

　また、インターネットにおいて公開した場合は、一律５００万円の損害賠償を支払うものとします。

■使用承諾契約書

この契約はあなたとちょめの契約です。

開封したことをもって、この契約にあなたは同意したことになります。

○この契約書は本書に含まれる情報を、本契約に基づきあなたが非独占的にしようする権利を

　 許諾するものです。

○あなたがこの契約に違反した場合、ちょめは何の通告も無く、この使用許諾契約を

   解除することができるものとします。

■免責事項

○本書の著者は1これまでの経験・知識を元にレポートとして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。

○本レポートにより、いかなる損害が発生しましても、

　 一切の責任を負うものではありませんのでご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

運営ブログ：

ＦＸ情報商材レビューブログの決定版！

http://mochi0281.blog17.fc2.com/

運営メルマガ：

投資家ちょめの 【 成功脳筋トレ 】

http://www.mag2.com/m/0000272607.html
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【 リズムオート・質疑応答集 】

以下に、実際にいただいたお問い合わせと回答を集めてみました。

*━*━* ≪ 注意事項 ≫ ※必ずお読みください *━*━*━*━*━*━*━*━*━*

◆お問い合わせの前に必ず下記質疑応答集をご確認ください。

　 同様のお問い合わせにはお答えできない場合がございます。

◆forex.comは元々推奨外なのですが、

　 「 国内業者だったらどこを使えばいいですか 」

　 といったお問い合わせが多かったので、

　 一番悪い噂が少なかったforex.comを採用いたしました。

　 しかし動作保証とサポート対象となるのはＦＸＧＭのみですので、

　 基本的にお問い合わせには回答できかねますこと、ご了承ください。

　 不安であれば各社デモ口座でお試しいただければと思います。

◆マニュアルに記載している、推奨外の使用方法に関しましても、

　 サポートの対象外とさせていただきますのでご了承ください。

　 また明らかに対象外と見られる質問に対しお答えはしておりますが、

　 「 以下の内容くらいまでなら、関係なくとも細かく聞いてもいいのか 」

　 などとお考えいただきませんようお願いいたします。。

　 基本的に『 稼動・運用に至るまでのサポート 』 となります。

◆下記質疑応答が理解できなくとも不安に思われなくて大丈夫です。

　 マニュアルの手順に従って推奨通りに設定されれば、

　 稼動までは問題なく行き着くものと思われます。

*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
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Ｑ１．

何度やっても他のEAのようにカラーの帽子になりません。

どうしたら白黒ではなくカラーになるのでしょうか？

Ａ１．

白黒のままで問題ありません。当方も同じく白黒で稼動しております。

Ｑ２．

推奨の１通貨あたり５万円よりも少ない資金で運用は可能ですか？

それから自分で枚数を減らしてリスクを抑えることは可能ですか？

Ａ２．

小額での運用は可能ではありますが、

本来のパフォーマンスを発揮できない可能性がございます。

 

枚数はご自分でお決めになるものではなく、

口座残高を見てシステムが自動計算するものですから、

口座にある資金量によって自動的に決まります。

枚数決定のロジックも３通り（薄利系とドテン系と通常系）の中から

自動で選択されるものでございますので、

一概に○枚と決められるものではございません。

 

Ｑ３．

２つ以上のアカウント（リアル口座）で運用できますか？

Ａ３．

利用規約にございますように、お一人様１アカウントとなります。

なお、デモとリアルでそれぞれ１アカウント取得することは可能です。

その際はユーザー登録のフォルダをコピーし、

それぞれの必要事項を入力・送信していただければＯＫです。

よほど大きな資金があるのであれば別なのですが、

分散するほどに資金効率は大きく落ちてしまい、

入出金の手間、手数料の重複なども含めますと、

やはりお一人様１アカウントでの優位性は十分に確保できている、

といった判断となっております。
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Ｑ４．

「リスクレベル」と「業者のレバレッジ」は関連がありますか？

国内のようなレバが低い業者を使用する場合は、

リスクレベルを下げた方が良いでしょうか？

レバ２５倍の業者では、リスクレベル４や５では無理がある、

などということはありますか？

Ａ４．

リスクレベルを高くしますと、TradeRate（購入比率）が上がりますので、

仰るように低いレバレッジでの運用ですと、含み損を抱えた場合

ポジションを持ちきれずに強制決済されてしまうことがございます。

 

それゆえ国内業者の場合法人口座で高いレバレッジをご使用なさるか、

国外業者のハイレバレッジでの運用をオススメしております。

国内の低レバ業者を利用するのであれば、

リスクレベルは下げた方が安定した運用ができる可能性が高まると思います。

Ｑ５．

ポジションを持たないのですが、正常に稼動していますか？

Ａ５．

過去の成績をご覧いただければと思うのですが、

直近２ヶ月でのエントリーは７０回超ですので（３通貨ペア合計）、

営業日ベースで２日に一度くらいのペースです。

 

運用に関しましては３通貨ペア、１５万円からのスタートで

正規運用と同じパターンになるものと認識しており、

通貨ペア・運用資金が少ない場合、またレバレッジが低い等の場合ですと、

証拠金の問題から同様のポジションを持たない可能性がありますこと、

合わせて確認しておきます。
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Ｑ６．

スタートして利益がたまって資金が増えると、

それに合わせて投入金額も増えてくると考えてよろしいでしょうか。

また、口座から資金の一部を引き出すと投入金額も減少しますでしょうか。

Ａ６．

複利設定であれば、そのご認識で間違いありません。

口座残高を見て枚数を決定していきますので、比率は基本的に変わりません。

Ｑ７．

購入比率は、資金に対する購入資金の割合という理解でよろしいでしょうか。

購入比率を上げるほどハイリスクハイリターンになるということですね。

Ａ７．

そちらのご認識で間違いありません。

ある程度資金が増えたら利益を確保するために一部出金するとか、

原資２倍になった時点で元本を引き出すとかするのも一つの方法かも知れません。

Ｑ８．

リスクレベルの肝はTradeRate、という解釈で良いでしょうか？

例えば、レバ２５倍の業者を使用する場合は、レバ１００倍の業者の４分の１の

TradeRateになるようなリスクレベルを選択するのが良いでしょうか？

Ａ８．

リスクレベルの肝はTradeRateという解釈で大筋間違いはないと思います。

 

レバ２５倍とレバ１００倍で単純に４分の１とはならないと思いますが、

反比例でリスクレベルを下げた方が無難だとは思います。

 

≪ 残高 × レバ ÷ １００ × 購入比率 ＝ Ｌｏｔの合計 ≫

 

となりますので、そう単純にイコールではないのですが…

基本的に１５万円以上、レバレッジ１００での取引を想定しておりますので、

ご理解・ご了承いただければと思います。
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Ｑ９．

Ｆｏｒｅｘ．ｃｏｍや○○のバックテストデータをください。

Ａ９．

ブログ記事にも記載ありますように、

リズムオートの動作保証はＦＸＧＭ社のみとなります。

よって他の業者のテストデータはございません。

またＦＸＧＭのバックテストデータに関しましても膨大な量となりますので、

ブログ記事のStrategyTesterReportをご参考いただければと思います。

Ｑ１０．

PosNumに関して

これは1チャート当たりSell/Buyの最大合計ポジション数でしょうか？

それともSell/Buyそれぞれで最大6ポジション、

計最大12ポジションということでしょうか？

→当方所有の口座の中に1口座あたりの

最大ポジション数が25ポジションというブローカーがあり、

3通貨合計で最大ポジションが18で収まるか否か確認したいです。

Ａ１０．

はい、最大１８となります。
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Ｑ１１．

TradeRateに関して、100以上の設定は可能でしょうか？

→当方所有の口座でNano Lot(10通貨)の口座があり、

残高が$表示に対し0.01Lot=10通貨となる為、

TradeRateをエクセルで算出された値×100に

設定して対応できないか確認したいです。

Ａ１１．

100以上にした場合の動作の保証は出来ません。

最大で100までしかテストをしていないためです。

正直NanoLotではテストをしていないので、動作の保証は出来かねます。

テストで動くかを確認して使う分にはかまいませんので、

よくデモ環境などでテストを行ってください。

またテストで動いた場合でも動作の保証はできません。

Ｑ１２．

同一のTradeRate設定/同一の証拠金において、

レバレッジ100倍の口座と500倍の口座では１オーダー当たりのlot数は

レバ500倍はレバ100倍の口座の5倍になると考えて宜しいでしょうか？

Ａ１２．

単純に5倍にはならないと思います。

小数点の切捨てもありますし、

証券会社で保有可能なロットに制限もあるので

必ずしも5倍にはならないと思います。
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Ｑ１３．

「開始予算」に入力する金額は、

予算と同じ総額でしょうか、それともペア毎の金額でしょうか？

例えば、総額＄3,000.00の場合、＄3,000と入力するのか、

ペア毎の金額として＄1,000とするのか？という質問です。

Ａ１３．

開始予算は、予算と同じ総額です。

ペア毎は、初期口座額で分散されます。

 

この場合３０００ドルとなります。

Ｑ１４．

「終了目標 未使用は0」及び「保護資金」に関しては

そのまま0で宜しいのでしょうか？

Ａ１４．

「終了目標」は、ユーザー様が目標とする金額を入力いたします。

3000ドルスタートで、10000ドルが終了目標であれば10000を入力します。

ＥＡの入力項目に記載すると、10000ドルに達した時点で

ポジションは全決済され、新規ポジションを取らなくなります。

 

また「保護資金」は最低限保護される資金量となります。

含み損も合わせて達すると、目標額同様に全決済され、

その後新規ポジションは取りません。

 

必要なければ０のままで、必要であれば出た数値を入力してください。
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Ｑ１５．

「Lot Value」及び「Time Over Val」が

初期値を0へ変更することになるようですが、

これはそれぞれ無効、利用しない、

という事だからと理解しましたが、正しいでしょうか？

Ａ１５．

「Lot Value」はLot固定の場合の総計を入れます。

デフォルトの複利運用の場合は使用しません。

 

「Time Over Val」は時間切れでの決済を行う場合のみ設定します。

不要であれば利用しない、の設定で構いません。

 

いずれも、エクセルに出た数値をそのまま入力します。

Ｑ１６．

「Micro Lots」は設定必要項目とされていますが特に説明はないようです。

初期値の0（利用する）のままで良いと思いますが、正しいでしょうか？

Ａ１６．

「Micro Lots」は最小取引枚数の設定となります。

 

最小取引枚数が0.1Lot（1万通貨）の業者であれば不要ですし、

0.01Lot（1000通貨）の業者であれば必要となります。

1000通貨単位での仕様が無い業者の場合は「１」を設定してください。

 

ちなみにFXGMは初期値の「０」（利用する）のままでOKです。

Ｑ１７．

カウントダウン発注方式採用のブローカーで稼動しますか？

Ａ１７．

大変申し訳ございませんが、カウントダウン方式に関しては

テストしておりませんので何とも言えません。

 

デモ口座でお試しいただければと思います。
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Ｑ１８．

ロット計算表の開始予算、終了目標、保護資金の意味、

これらの設定値の目安を教えてください。

Ａ１８．

目安はございません。

それぞれユーザー様の任意で入力する項目です。

 

開始予算はユーザー様が最初に投入される予算、

終了目標はユーザー様が一度区切りを入れたいとお考えの金額、

保護資金は、含みを入れて設定値に達すればポジションが全決済されます。

Ｑ１９．

出来るだけ負荷を減らし安定稼働を目指す為に、

「ヒストリー内のバーの最大数」と

「チャート表示バーの最大数」を極力制限したいのですが、

最低いくつ以上に設定してあれば、

リズムオートの稼働に影響ないでしょうか？

Ａ１９．

５００００くらいがギリギリではないでしょうか。

Ｑ２０．

現在100万円でスタートしましたが、今後追加で入金していく予定です。

その際、EAが口座残高を自動認識するので特に設定の変更は必要ないのか、

あるいは再度、ロット計算表でその時点の金額で計算し、

数値をパラメーターに入力し直す必要があるのか、どちらでしょうか？

Ａ２０．

口座残高を勝手に認識いたします。

Ｌｖ１（こちらのみ単利設定）の場合だけ変更が必要となります。

Ｌｖ２以上は勝手に入れて大丈夫です。

Ｌｖ４以上を推奨しておりますので、気になさらなくて大丈夫です。
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Ｑ２１．

資金100万円でリスクLv4ですと、

それぞれ最大何万通貨のポジションを持つ可能性がありますか？

Ａ２１．

１万通貨いかないくらいでしょう。

0.50～0.75くらいが最大（ＳＰ系）と思われます。

Ｑ２２．

発注時にストップ注文も同時に出されるのでしょうか？

また、両建てのポジションも持つのでしょうか？

Ａ２２．

厳密には、FXGMは１０pips前後未満のストップは入らない仕様である為、

エントリー後マイナス方向へ動けばすぐにストップ設定されますが、

プラス方向へ行きますと、数分かかってしまう場合がございます。

これはＦＸＧＭが１０pips未満のストップは設定ができない為です。

また両建てポジションを持つ場合もございます。

Ｑ２３．

インストール先のフォルダ内にも、解凍したばかりのフォルダ内にも、

「Open.txt」ファイルがありませんが、問題ありますか。

Ａ２３．

「Open.txt」ファイルが無いのは大問題です。

インストールしなおす必要がございます。

それでＥＡ動かせば作られるはずです。
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Ｑ２４．

「USD/JPY現在の相場」値を10や2000に変更しても他項目が何も変わりません。

この項目はパラメータ算出には無関係なのでしょうか？

Ａ２４．

はい。今回は無関係と思って構いません。あくまでもLv1用のパラメータとなります。

Ｑ２５．

EA稼働中にパラメーターを変更しても問題ないでしょうか？

また、ポジション保有中の変更でも大丈夫でしょうか？

Ａ２５．

ＥＡ稼動中、ポジション保有中に変更しても問題はありません。

どうしても不安な場合は、相場が休みの土日をお奨めいたします。

Ｑ２６．

資金100万円でリスクLv5ですと、

それぞれ最大何万通貨のポジションを持つ可能性がありますか？

Ａ２６．

最大ポジション数は、業者次第なので何とも申し上げられません。

レバ１００のSP系で0.2～0.3でOACとSARで0.1くらいが目安となります。

Ｑ２７．

パラメーターを決める際に利用するロット計算表についてですが、

どのリスクレベルにどの程度のリスクがあるのかという目安がわからないので

決めかねているのですが、どちらのデータを基に判断すれば宜しいでしょうか？

Ａ２７．

FX専業トレーダー君も５でありますように、さほど高いリスクではございません。

それぞれリスクに応じたリターンが望めますので、

レベル１では破綻リスクは極小である代わりに利回りも良くありません。

私見では、４～５くらいが丁度いいと考えております。
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Ｑ２８．

MT4でパラメータを変更してOKで保存しても、反映されずに初期値のままです。

Ａ２８．

ＥＡを設定された各チャート上で右クリック　→　ExpertAdvisors　→

Properties　→　パラメーターの入力

 

で再度確認していただけますでしょうか。

 

上記で確認して、パラメーターが変更されていれば

変更の反映はされているということになります。

Ｑ２９．

推奨されてない形態での質問で申し訳ないのですが、

ＦＸＧＭの口座で、「VCEABuilder H4 SPSP」と同口座にて稼動させており、

現在の取引状況を見分けるのをどうすれば良いか、悩んでおります。

何か良い方法（見分け方など）ございますでしょうか？

Ａ２９．

ＭＴ４のターミナル　→　口座履歴　

を表示していただき、どこでも良いのですが、

例えば損益が表示されている部分で右クリックしますと窓が出てきますので、

その中の“ コメント ” にチェックをいれていただきますと

損益の右側に使用されたＥＡ名が表示されると思います。

 

SPSPと表示されていましたら、SPSPでの取引ということですので、

そちらでご判断していただければと思います。

ですが、やはり同一の口座での運用は推奨いたしません。

FXGMはメールアドレスを変えれば数日で複数口座を開くことができますので

別の口座で運用することをお奨めいたします。
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Ｑ３０．

ロット計算表において1つの統一口座(予算＄1500)で3通貨運用したい場合、

予算欄は「1500」を入力すると思うのですが、その横の開始予算も

「(1500÷3=500ではなく)1500」でよいのでしょうか。

(←ロット計算表下段の通貨項目の開始予算欄がそれぞれ1500となってよいのか）

Ａ３０．

開始予算は、資産の総額と同じになります。

口座が 「 統合 」 ですので、どの通貨ペアから見ましても予算は同額です。

Ｑ３１．

ＦＯＲＥＸ.ｃｏｍ.jpの口座で動かしましたが、

ロットが全て0.01になってしまいます。

パラメーターも確認しましたが原因がわかりません。

対処方法を教えて下さい。

Ａ３１．

0.1から動かしたいのであれば、マイクロロット設定は 「 １ 」 です。

現在は 「 ０ ＝ 利用する 」 になっているからだと考えられます。

そちらを 「 １ 」 にすると、0.1（１万通貨単位）での取引となります。

 

上記でないとしますと、

リスクレベル１（固定ロット）になっていると考えられます。

Ｑ３２．

パラメータのlotValueの数字を変えることで、

ロットを少なくすることは出来ますか？

Ａ３２．

lotValueを落としても、ロットは減りません。

 

リスクレベル１のみ単利設定となっておりますので（他は全て複利）、

単利は最初の段階ではかなりリスクが高くなってしまいます。

※ 複利は資金量に合わせて増減しますので、基本的にリスクは変わりません
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Ｑ３３．

1）StarｔMoney　880　時に、0.03でポジションをとっていましたが、その後

2）3300　に入力変更後も0.03でしかポジションをとりません。

（途中で2つだけ0.23でとっています。）

設定はこれでよいのでしょうか？

Ａ３３．

これは、SP系のオーダーとSAR系・OAC系でロットが違うためです。

ちなみにStartMoneyを入れても実際にロットに関係はありません。

ここではなくて、残高を見てオーダーのロットを決めています。

Ｑ３４．

StartMoney３００万に対してリスクレベル５で0.01ロットは妥当な値ですか？

実際には１００万円の入金ですが、エクセルには３００万円と入力しています。

Ａ３４．

残高をみてオーダーしておりますので、

300万ちゃんと入金していないと300万円分のオーダーはいたしません。

※ エクセルの数字を見てトレードするわけではありません
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Ｑ３５．

TimeOverCheck ： トレード制御の終了時間を指定した場合に有効なのでしょうか？

TimeOverVal ： 具体的な意味を教えてください。

TimeEnd ： 終了時間を指定した場合、

その指定時間以降にポジションを持っていた場合はどうなるのでしょうか？

Ａ３５．

・TimeOverCheck：

足の経過が何本か過ぎたら強制決済をするかの有無を

 

０：利用する

１：利用しない

 

で使うものです。

 

・TimeOverVal：

何本の足が過ぎたら強制決済するかの設定です。

TimeOverCheckが０の時だけ有効になります。

 

・TimeKeepCheck

設定が０の場合のみ、その時間がくると全て決済されます。
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Ｑ３６．

お手数ですがリズムオートで使用されている

マジックナンバーを教えて頂けないでしょうか。

Ａ３６．

USDJPY

90010101001

90010101002

90010101003

90010101004

90010101005

90010101006

 

EURJPY

90010102001

90010102002

90010102003

90010102004

90010102005

90010102006

 

EURUSD

90010103001

90010103002

90010103003

90010103004

90010103005

90010103006
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Ｑ３７．

ロット計算表より算出された値をパラメータ入力するのですが

ドル建て口座の場合はドルベースでの値を入力すれば宜しいのでしょうか？

（ロット計算表に表示されている値(単位はドル)をそのまま設定）

※リズムオート自身がドル口座なのか円口座なのかを判断し、

  持つポジションサイズを調節されるのでしょうか？

Ａ３７．

ドル建て、円建てについてですが、

こちらはリスクレベル１の場合のロットを決めるためのものとなります。

その場合、入れた数字がドルなのか円なのかを判断するためです。

１００ドルなら１００をいれてドル建て

１００万円なら１００００００をいれて円建て、となります。

Ｑ３８．

ロット計算表の、予算（各口座）統一の場合総額と、開始予算は、

基本的には同額でよろしいのでしょうか？

Ａ３８．

総額と開始予算は基本的に同額でよろしいです。

Ｑ３９．

バックテストを２ヶ月分やってみたのですが、マイナスになりました。

Ａ３９．

バックテストは細かい条件によって成績が大きく異なりますので、

確認箇所が多すぎますことからサポートの対象外とさせていただきます。

当方で出しているテスト結果に偽りはございませんので、

申し訳ありませんがご理解・ご了承願います。
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Ｑ４０．

ＶＰＳはどういったものなのですか？どのタイミングで使えばいいのか分からないんですが。

またＶＰＳ上でロット計算表が開けないんですが。

Ａ４０．

ＶＰＳというのは他のサーバー上に場所を借りるイメージで、

もう一つ別の場所にＰＣを持つといった感じです。

ＭＴ４を設定するのはＶＰＳ上ですから、ＶＰＳをご使用の場合は

お持ちのＰＣ上に設定するのではなく、最初からＭＴ４をＶＰＳ上にダウンロードしてください。

またエクセルはＥＡと連動しているわけではありませんので、

エクセルに入力して出てきた内容をＥＡに入力して初めて影響があり、

エクセルに出てきた数値がそのままＥＡに反映されるわけではありません。

※ ＶＰＳにはエクセルは入っておりませんので、お持ちのＰＣ上でご使用下さい

Ｑ４１．

現在どういったポジションを持ってますか？

正常な稼動ができているか気になるので、全部のポジションを教えて下さい。

Ａ４１．

仮に同じ業者を使用していても全てのポジションが同一になるとは限りませんので、

ポジションのすり合わせをしてもあまり意味は無いものと思われます。

各ポジションに関するご質問にはご返答できかねます事ご理解いただけましたら幸いです。

Ｑ４２．

運用してる金額が小さいのですが、いくらからロットは上がるのでしょうか？

Ａ４２．

小額でテストをしておりませんので、

いくらくらいからロットが上がっていくのかは厳密には申し上げられません。

が、ポジションサイジングはリスクを考えて設定されておりますので、

ロットへの理解の有無はＥＡ運用には影響が無いものと考えております。
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Ｑ４３．

パラメータの数字を入力しOKをクリックして、

再度開くと入力した数字が入力前のものに戻っています。

これで問題ないのでしょうか。

Ａ４３．

ＥＡを設定された各チャート上で右クリック　→　ExpertAdvisors　→

Properties　→　パラメーターの入力

で再度確認していただけますでしょうか。

上記で確認して、パラメーターが変更されていれば

変更の反映はされているということになります。

Ｑ４４．

ロット計算表についてですが、これを入力して閉じて保存したあと

同エクセルファイルはEAのパラメーターと直接連動して動いているのですか？

それともパラメーター設定入力の時に数値を確認する目的のものですか？

また後から再確認してみると、数値が戻ってますが大丈夫ですか？

Ａ４４．

ロット計算表は、あくまでＥＡのパラメータ入力の目安として算出するものです。

連動はしておりませんので、そこに出た数値を入力すれば不要となります。

またＶＰＳにはエクセルがありませんので、ＶＰＳ上で開くことはできません。

ですのでお持ちの（エクセルがインストール済みの）ＰＣ上で開いて計算し、

そこに出た数値をＶＰＳ上にダウンロードしたＥＡのパラメータに入力します。

数値は、保存しない限りはデフォルトのままで数値は変わりません。

入力した数値のままにしたいのであれば、上書き保存してください。
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Ｑ４５．

 

「 Order Close timeout Check the experts log 」

というのが出てきました、どうしたらいいですか？

 

Ａ４５．

 

こちらは無視して構いません。

 

おそらくT/Pに刺さった後の念のための同時決済で出ただけだと思われます。

Ｑ４６．

 

リスクレベルを１に設定したのに、

ロット（LOT　VALUE）がとても大きくなりました。

 

かなりリスクが大きいと思うのですが、大丈夫でしょうか？

  

Ａ４６．

 

リスクレベルは２ ～ ５の間で ≪ 複利設定 ≫ となります。

 

リスクレベル１のみ、≪ 単利設定 ≫ となりますので、

資金が大きくなるとリスクはかなり抑えられ、

その代わりに利益効率は悪くなります。

ですので初期段階では逆にかなりリスクレベルが高いとお考えください。

 

複利設定ですと、資金の増減によって同比率で枚数が増減しますので、

基本的にリスクは常に一定になるとお考えになって差し支えございません。
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Ｑ４７．

 

約１週間前のエントリーが、まだ決済されていません。

このような長期のエントリーもありえるのでしょうか？

「リズムスキャル」のオート版と考えていたのですが、

必ずしもスキャルばかりではないのですか？

 

Ａ４７．

 

こちらはブログにおけるご紹介記事にも記載しておりますように、

リズムオートはリズムスキャルのロジックを基としておりますが、

リズムスキャルをそのままＥＡ化したものではございません。

 

従来のＵＳＤ／ＪＰＹとＥＵＲ／ＵＳＤに加え、よりリスクを分散しつつ

資金効率を高めバランスを取る目的でＥＵＲ／ＪＰＹも加えておりますし、

スプレッド負けしてしまうことから３０分足での運用を選択しましたし、

過去様々な相場を乗り切れるよう過度なフィッティングにならない範囲で

VCEABuilderからいくつかのロジックを取り入れてチューニングしております。

 

また複数のロジックが組み込まれており、

相場によって３０分で決済されることもありますし、

過去には１ヶ月程度のポジション保有もございます。

 

Ｑ４８．

 

「 Order Close timeout Check the experts log 」

という警告文が出ています！どうしたらいいですか？

 

Ａ４８．

 

気になさらなくてかまいません。

おそらくT/Pに刺さった後の念のための同時決済で出ただけだと思います。
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Ｑ４９．

 

○○という国内業者を使ってるのですが、ポジションを持ちません。

持ったとしても極端に小さなポジションしか持たないです！

 

どうしたらよいでしょうか？

Ａ４９．

 

記事にもございますように、動作保証はＦＸＧＭ社のみとなります。

 

利用者様より国内業者でも稼動しているというご報告はございますが、

申し訳ありませんが当方ではサポートの対象外とさせていただいております。

すべての業者でのテストは不可能ですので、ご了承いただければと思います。

 

ちなみにレバレッジ規制により保有可能なポジションはかなり小さくなり、

業者の口座残高の評価方法によっても異なるとは思いますが、

レバレッジ２５倍の口座は１００倍の口座に比べ単純に４分の１とはならず、

極端に小さなポジションしか取れないようです。

 

例えばForex.comを利用なさっているユーザー様から、

１００万円で0.01枚しかポジションを取らないといったご報告もございました。

 

 

当方としましては、国内低レバレッジ業者に関し、

『 稼動はするが、期待パフォーマンスは著しく低下する 』

といった認識でおります。
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Ｑ５０．

ＳＰ系がこのシステムのメインになるものと推察できますが、

相場によって得意不得意な場面もあると思います。

場面によって使い分けたいのでＳＰのみを動かす場合、

逆にＳＰのみを止めたい場合の方法を教えてください。

Ａ５０．

こちら VCEABuilderサポートに確認し、以下回答をいただきました。

ではまず、ＳＰ系のみを動かす方法です↓

 LotSet5　 = 5 を 0

 LotSet6　 = 5 を 0

 にして

 LotSetMax = 150 を 140

 にした上で

 SetLong5　= 0 を 1

 SetLong6　= 0 を 1

 SetShort5 = 0 を 1

 SetShort6 = 0 を 1

 にすれば確実です。

 

 SetLong5　= 0 を 1

 SetLong6　= 0 を 1

 SetShort5 = 0 を 1

 SetShort6 = 0 を 1

 

 でもいけます。
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次に、ＳＰ系のみを止める方法です↓

 LotSet1～4　　を 0

 SetLong1～4　 を 1

 SetShort1～4　を 1

 LotSetMax = 150 を 10

 で、SP系のみを止められます。

 SetLong1～4と SetShort1～4を 1 だけでも大丈夫と言えば大丈夫ですが。

 ロットのバランスがありますので上記だと単純に SPが止まるだけです。

 目一杯OACと SAR動かすなら LotSetMaxの調整と LotSet1～4も必要です。

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

申し訳ありませんが、本来の使い方以外の使い方をされる場合、

サポートの対象外となりますこと、ご了承ください。

また本来の使い方以外の使い方で操作に異常をきたした場合は、

責任を負いかねますのでご了承ください。

色々と動かしたことで元に戻せなくなってしまった場合は、

ＥＡを入れ直して再起動される事をお奨めします。

ではでは、今後ともよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　リズムオートサポート 
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