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米国経済と住宅市場 

金融政策だけで景気回復を図るのは効率的

でないという議論を幾度かしています。金融

市場は実質経済、ビジネスへの資金供給が

本来の目的として発展してきましたが、銀行、

証券、保険の垣根がなくなり、また近年のハイ

テク進歩により、実質経済の成長により金融

市場投資家が利を得るという構造から、実質

経済に関わらず金融市場内の取引だけで利

を得る形態となっています。とくに 2000 年以

降の FRB による低金利政策、2008 年以降の

債券の市場買いオペによる膨大な資金供給

によって、金融市場の自転空回り状態となっ

ています。つまり金融市場に投資された資金

が金融市場に留まり実質経済に流れにくくな

っています。 

  この仕組みは次の例で明らかでしょう。超低

金利で借りられる A, B, C の 3 投資家がいま

す。A が借金で$100 の株を買い、これを$110

で B がやはり借金で買います。A は借りた

$100 と金利を払っても$10 近く利を得ます。さ

らに C は B からこの株を$120 で買います（借

入金）。B も同じく借金を返し$10 近くの利を

得ます。これを A がまた借金で C から$130

で買います。このように資金が空回りします。

利益はダブついた市場資金です。資金供給

が増えているので、空回り構図が続きます。 

  最近の金融市場は経済回復よりも金利動向

に敏感なのもこうした投機投資が中心となっ

ているからです。残念ながら財政支出が不景

気下でも政争のため不可能であったため、低

金利とマネーサプライ増の金融政策だけに頼

らざらるを得ませんでした。金融政策による景

気対策は、金融市場内での空回りだけでな

く、海外投資に回る事も多く非効率です。財

政支出はターゲットを絞る事ができます。例え

ば地理的に景気回復の遅れている州や特定

業種や企業規模に重点をおく事もできます。

減税もある程度可能ですが、重点を絞ると言

う点では地理的、赤字業種・企業、貧困層の

消費対策として効果が期待できません。 

  FRB は今後資金供給の増加を縮小し、11

月以降に資金吸収の方法を策そうすることに

なるでしょう。米国の場合デフレ傾向がなくま

たインフレの気配も当面なさそうで、利上げに

動くのはまだだいぶ先になりそうです。日本は

消費税増でデフレスパイラルがまだ続くでしょ

う。円安だけに頼るのはお粗末で、利上げが

円高に繋がるだけに悪循環になっています。

パロスバーデス住宅市場 
PV の一戸建てエスクロー中間価格が 4 月

下旬から突然急騰し 140 万ドル台に乗りまし

た。その後も 3 週間以上 150 万ドル近くに留

まっており、統計上のいたずらでなく値上がり

は本物のようです。いつも感心するのは値上

がりの統計確認は時間がかかりますが、セラ

ーは何故か値動きを察するようで、値上がり

するとすぐに多くのリスティングが出てきます。

このところ毎週 25 件以上の新規リスティング

があります。これは月間換算 107 件、昨年の

月間平均が 50 件強、過去 10 年間の最高が

80 件行っていませんから、これは膨大な量を

いえます。販売も好調ですがリスティングがあ

まりに多いため市場在庫は上昇を続けていま

す。年初の 97 件から 160 件を超しました。市

場在庫が高水準でも上昇が止まり、横ばいと

なれば販売が追いついた事になり市場規模

拡大、活況と言えるのですが、今のところその

気配がありません。つまり需給が緩んでいま

す。ただ価格帯別に見ると興味深い新しい傾

向が出ています。出ればすぐ売れた 90 万ド

ル以下の価格帯の需給が緩み、売れ筋が

100 万ドル前後に移るかと思ったら需給にあ

まり変化なく、125 万ドルから 150 万ドルの価

格帯がこの数週間絶好調となっています。

150 万ドルから 300 万ドルまでも好調を保って

います。これがエスクロー中間価格上昇の背

景にあります。 
金利も安定しており、需給も価格帯別に見る

と悪くなく、価格の急落はないでしょうが、この

まま急騰を続けるかは疑問です。 
4 月クローズは 50 件と平凡な数字、価格も

3 月下旬の下落を反映し落ちています。 
タウンハウス、コンドとも好調です。 

 

PV の 
市場価格が 
急騰始める

非市場・市場前取引
リスティングエージェント或いは同僚が市

場に出す予定の家に興味がありそうなバ

イヤーを持っていることがあります。もし本

当で市場に出す前に契約できれば、家を

見せたり、オープンハウスまた隣近所の興

味など煩雑を避けることができます。しか

しこれが最も利益ある方法か考慮する必

要もあります。有能なエージェントなら目

安にできる Fair Market Value を計算してく

れます。ただバイヤーがエージェントの顧客

の場合、少々不透明となります。適切な

値段を知る最善の方法は市場の洗礼を

受ける事です。 

 私取引の場合、バイヤーが家を気に入る

かの保証はありません。また非市場取引

に興味あるバイヤーは市場より安い値段

を期待しています。そのバイヤーが本当に

買いたいなら市場に出してもすぐに飛びつ

くでしょう。多くのバイヤーが来ればもっと良

いオファーの来る可能性もあります。 

 “I have a buyer who is looking for a house 
just like yours” は典型的なセールス文句

ですが、リスティングが目的なら警戒が必

要です。大きなブローカーのエージェントの

場合、市場に出す前に自分のオフィスの

エージェントに打診する事もあります。（セ

ラーの同意なしは違法）。バイヤーを連れ

てきても値段が適切か注意する必要があ

ります。いずれにせよ、うまくいかない場合

は 1-2 週間の時間の無駄になります。 
Rockyfield の基本ポリシーは速やかにでき

るだけ多くに知らしめる事にしています。
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修繕・リフォーム業者のご紹介 
腕もよく値段もいいコントラクター、ハンディマン、プランマー、ペン

キ屋、カーペットクリーナー、ガーデナー、プールサービスなど家

の修繕やリフォームに必要な人をご紹介できます。カタリーナまで

お問合わせ下さい。 
 
ご自宅地域の市場情報（週一回=無料） 
市場情報を毎週（通常日曜日）にメールにてお届けします。

メールでお申し込みください。最近はリスティング多いため

下のリストはごく一部です。 
 properties11@rockyfield.com 
 
ご自宅の市場価値推定（無料） 
リフォームした方、家が幾ら位かお知りになりたい方、市場

価値推定を無料で致します。お売りになる計画が無くても遠

慮は要りません。 
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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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For listing information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A: Active   B: Backup   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 05/06/14) 

Rockyfield contacts    
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 

 DRE broker license: 
01328577 

ラドン 
ラドンは無色、無味、無臭の放射性ガスで、殆どの土中

に存在する崩壊したウランから出てきます。建物にも様々

な経路で地面から入ってきますが、冬の時期、屋内の気

圧が低いと地面から入りやすくなります。ひとたび屋内に入

ったラドンガスは外への逃げ道（通気）がないと屋内に留ま

り健康に害となります。 

長期間高度のラドンガスと吸引していると、20-30年後に

肺がんになる危険が増します。これはとくに喫煙者に顕著

です。ラドンの量は場所によりまちまち、家ごとに異なりま

す。ラドンの検出は科学的テスト以外にありません。家の

中のラドン量は地面に近いほど高くなりますので、高層ビル

の上の階は危険が少ないといわれます。コンドやアパートは

上階の方がラドンの観点からは安全です。 

残念ながらラドンガスの健康に危害のない安全基準はな

く、期間が長く、量が多いほど肺がんのリスクが高くなるとい

うことしか分っていません。California Dept. of Public Health 
(CDPH)は年間平均がリッター当り 4 picocuries以上の場

合、ラドンを下げる事を提唱しています。CDPHは安価なテ

ストキットを配布しています（注文はwww.drhomeair.com）。 

ラドンのレベルがこれ4p・l以上の場合、水のテストが重要

です。水のラドン量は活性炭素の機器を使う事で99%削

減できます。この活性炭素の機器はCDHSの認証を受け

たものでなければなりません。法律上、ラドンの削減は求め

られていませんが、ラドンの多い事が分っている場合、家売

却の際、開示義務があります。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


