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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

毎月大きな貿易赤字を続けたら、その国の

通貨は暴落、格付けも”ジャンク”となるでしょ

う。しかしアメリカだけは例外です。慢性的な

膨大な貿易赤字でも金融危機とはなりませ

ん。貿易相手国の黒字は米国債投資として還

流します。多くの国にとって米国は最大の貿

易相手国であり、米国経済に依存、ドルの世

界に生きています。もし米国が政治的理由で

なく経済理由で債務不履行となれば、米国が

破産の前に世界中の国が破綻するでしょう。

米ドルに取って代われる通貨は他にありませ

ん。他国を米国依存に導く、これが米国世界

戦略といえるでしょう。 

米国債は単なる負債ではなく、金融取引に

欠くことのできない機能を果たしています。各

国の外貨準備、金融機関の流動資金の一時

投資、ローン、債券、その他金融商品など金

利設定のためのベンチマークなど、また信用

危機時の避難所でもあり米国債の役割は広

範囲です。つまり世界は米国の経済支配下

から逃れられないといえます。 

政府（州や地方自体を含め）関係の負債は

通常民間負債よりもリスクが小さいと考えられ

ます。その理由は徴税力にあります。従って

実際に増税するかしないかは別として、自ら

そのパワーを絶対行使しないと宣言すること

は賢明でありません。 

巨大な財政赤字は景気サイクルのボラティリ

ティ（波高）を大きくし、金融市場に過剰流動

性をもたらしインフレ環境を作るため好ましく

ありません。しかし財政赤字は負債限度枠の

拡大是非論とは別に予算編成のプロセスの

過程で取り組むべきです。財政赤字は支出

管理と増収の組み合わせで減少が可能。大

幅な支出削減が一夜にしてなされると副作用

が大きく、中長期目標として実行されるべきで

しょう。実際には増収のほうが財政赤字削減

には遥かに効果的。しかし税収増は必ずしも

増税（税率引上げや新税）ではありません。

1990 年代後半に明らかなように、好景気は企

業や個人所得増をもたらし、これが大幅な税

増収となります。不景気時には税負担を減ら 

パロスバーデス住宅市場 

2 月から始まった新規リスティングラッシュが
ようやく落ち着いてきた兆候があります。PV
一戸建て新規リスティング数は 2 月 83 件、3
月 112 件、4 月 92 件、5 月 97 件、6 月 106
件、7月 91件、8月 86件（キャンセルや期限
切れもあり純増はもっと小さい）、8 月後半は
ペースがさらに落ちており、少なくとも山を越

したようです。一方販売の方は毎月高水準で

順調に推移、先週も落ち込む気配が見えま

せんでした。これを反映 8月上旬に 280 を大
きく越した市場在庫も 270 まで減少、一方エ
スクロー物件数は大きく増加しました。繰り返

しになりますが、新規リスティングが落ち着け

ば需給関係が好転、価格も上がり始めます。

ただ価格は需給関係の 3-4 週間後追いにな
ります。毎年 9 月は市場（売買いとも）が縮小
しますが、販売が余り減らなければ今年は価

格回復も望めます。ただ 8月の雇用統計が悪
かったため、バイヤーが慎重になる可能性も

あり、この 2週間くらいの動向を注視する必要
があります。 
今年は例年の季節的パターンが当てはまり

ません。エリア別の状態も同じで、今年の夏は

RPVの PV Drive Eastの好調が目立つ一方、
通常販売期間も短く需給タイトな Los Verdes
や Peninsula Center 北の不振が目立ちまし
た。この 2 エリアが最近戻ってきたこと、また
100 万ドル少し上の価格帯が改善しているな
ど、PV の住宅市場の好転の兆しは複数の統
計に出ています。 

8月クローズ分の一戸建て販売数は 58これ
は 8 月としては非常に良い数字でバブル崩
壊前の 2007年 8月の 57を凌ぎます。7月が
販売物件の低価格帯偏重で平均、中間価格

とも飛びぬけて低かったため、価格は前月比

では大きく増えましたが、6 月までの水準に比
べるとほぼ同じか少し下となりました。 
タウンハウスは昨年来好調が続いています

が、値上がりし始めると一軒家との競合で販

売量がしぼみ価格も頭打ちという繰り返し。

Foreclosureや Short saleで苦しむコンドミニア
ム市場は最近動き出しています。 

 

し、好景気時に増収となる税システムが

好ましいことは明らかです。その効果を加

速的にもたらす累進税率はその一例で自

動的なインフレ鎮静効果もあります。その

ような税システムは複雑になる傾向が大き

いのが欠点。一定税率（フラット）システム

は簡素化という観点からは望ましいです

が、自然な景気安定効果が薄く、逆に景

気の変動率を大きくします。 

 当コラムで繰り返して強調していることで

すが、異なる状況すべてに効果ある経済

政策というものはありません。経済がダイ

ナミックであるように経済対策も状況に合

わせて異なるべきで、教条的に同じ政策

を適用することはある時は成功しても、そ

の次は却って悪化させることになります。

残念ながら現在の政治対立下でこの大

不況回復は長い苦しいものになりそう。 

住宅市場回復は雇用の先行きに対す

る安心感が出るかどうかにかかっていま

す。Foreclosure 問題も価格が上昇すれ

ば大幅に解消されます。景気停滞下で当

座のインフレリスクは小さく、財政赤字もイ

ンフレ圧力とはなりません。インフラ投資

は雇用と経済効率を高め、教育は構造的

失業を減少させ生産性を改善、直接利益

に繋がらない基本分野 R&D 投資が発

明、技術革新のベースとなります。経済が

成長に転じてから真剣な財政赤字削減に

取り組むことが望まれます。 

米国文化の根本精神である楽観主義

が最近は悲観主義に取って代わられいる

ように感じます。気持ちの切り替えが一番

大事かもしれません。 

                 （岩田）
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当ニュースレター定期読者（郵送）の

方に､Notary Public の無料サービス

（直接の場合、ローン書類は除く）を致して

います。また Rockyfield をエージェント

として家の売買をした方には Notary 

Public を 5 年間無料で提供します。 

オフィスに不在のこともありますので､

電話でアポをお願いします。カタリー

ナ(Ext.２＃)まで日本語でどうぞ。出張

サービスもしますが別途料金を頂きます。 

年金居住証明・署名証明も行います。 
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 A: Active    B: Backup    P: Pending    S: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 09/07/11) 

 

Rockyfield contacts    
DRE broker license: 

01328577  
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
Websiteでリアルタイムの物件検索ができます 
www.rockyfield.com/propertymenu.html 
 
電話: (310) 544-0857（日本語でどうぞ） 
  アンソニー Ext. 1# カタリーナ Ext. 2# 
email:  properties11@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

家庭菜園 
家庭菜園は新しいことではありませんが、最近、非常

にポピュラーになってきていると聞きます。マスプロダクショ

ンの野菜に E-coli など細菌汚染問題が多くなり、殺虫
剤、GM（Genetically modified）の一般化など健康への
心配もあるでしょうし、この大不況下でお金と暇の理由

もあるかもしれません。しかし、野菜本来の味（つまり栄

養も）を楽しむ人も多いでしょう。朝市で買う野菜や果

物の味がスーパーよりずっと良いことからも明らかです。

パロスバーデスは斜面が多いせいか、Vineyard も時々
見かけます。 
有機野菜が栄養の点で勝るという議論はリサーチによ

って分かれるところのようですが、自家菜園の場合熟し

たものをもぎ取って直ぐ食べる点で、スーパーの熟す前

に収穫して搬送されたものより遥かに栄養があるという

のは事実です。専門家によると家庭菜園で熟したもの

を直ぐ食べていればビタミン剤を取る必要がなくなるそう

です。これは大きな節約となります。 
家庭菜園とスーパーで買うのとどちらが安いかは、比

較の仕方によります。スーパーの高い有機野菜と比べ

れば家庭菜園の有機野菜のほうが安いかもしれませ

ん。しかし実際の畑を作るコストと費やす時間を考慮す

るとどちらが安いか、とくに懲りすぎてお金を使いすぎるケ

ースもあるので要注意です。 
野菜作りが楽しみとなれば、味（栄養）も利点ですか

ら十分理に適うものでしょう。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

6 寝室の広々した一軒家 
ホームオフィスに最適・会社独身寮にも 

4630 Browndeer, RPV, $1,039,000 

 人気の高いPeninsula Center北地域 
 住宅地としても交通量の少ない道 
 2711sf、広々のリビング、ファミリールーム 
 リフォームしたキッチンはグラナイトカウンタートップ、セ
ンターアイランドもあるモダンなデザイン 

 ファミリーとキッチンの床はバンブー 
 大きなマスターベッド・ルーム 


