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パロスバーデスの不動産はお任せください 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

October 10, 2015 VOL.133-JP 

Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

共和党内の派閥争いで下院議長をめぐり混

乱が生じ成り行きによっては米国だけでなく、

世界経済に大打撃を与えかねません。9 月末

の予算切れによる政府機関閉鎖は 12 月に予

算成立を先延ばし継続予算で免れました。ク

リスマス前に政府閉鎖は誰もしたくないと云う

計算でしたが、下院議長騒動次第で予算切

れ、政府機能が滞る可能性が出てきました。

しかし本当の危険は予算ではなく負債枠増額

です。財務省は 11 月 5 日に米国債支払い

資金が尽きる見通しを出しています。下院議

長が決まっても、勢いついた超保守派が負債

枠増額を阻止する可能性があります。財政赤

字解消は正当な議論ですが、負債枠は財政

赤字の結果であり全く別な問題です。 

  米ドルが国際取引、外貨準備の通貨であり

米国債市場は国際金融システムの根幹をな

しています。米国債市場の破綻は世界の金

融･経済破綻を意味するため米国債の信用度

は絶対です。現金より安全と考えられます。各

国の外貨準備は米国債が圧倒的。株式市場

などから一時的に引揚げた投資資金は米国

債で保全されます。信用度だけでなく、巨大

な市場規模が流動性を保証している事も見逃

せません。つまり大量の売買を即座に市場価

格への影響無しに実行できるからです。さら

に重要なのは世界中の金利(ドルだけでなく)

が米国債利回りを基本に設定されているとい

うことです。例えば 30 年固定の住宅ローンも

10 年債利回りに緩やかながら連動していま

す。債券金利、金利スワップ、ローン金利など

多くが米国債利回りをベースにしています。ま

た金融機関にとって米国債は不可欠なヘッジ

手段。前回、負債枠をめぐる政争で、債務不

履行の危機が迫った時、米国債の格付けが

引下げられました。他の債券と異なり、利回り

上昇などはありませんでしたが、米国債務不

履行が世界中に齎す惨禍への警告でした。 

  米国が債務不履行となれば、金融機関が機

能しなくなり、国際貿易も滞り、ローンも不可

能。企業は資金調達ができなくなります。経済

要因でなく、政争が原因のため秩序回復は可

能かもしれませんが、一時的でも打撃は巨大

で元通りになるか、全く分かりません。勿論、

財務省は米国債支払いを優先しますが、他

の政府支払いが滞るので、実質じわじわと政

府閉鎖が実行される事になります。 

パロスバーデス住宅市場 
毎年 9 月はバイヤーが減り、価格も 9 月後

半に低下します。今年は特に RPV 西部の

100 万ドル近辺の住宅販売(契約)がゼロとい

う厳しい月となりました。ただ 150 万から 200
万ドル台までの販売好調が 9 月入りでも継続

したため、統計上の市場価格は少し低下の兆

しはあっても、ほぼ横ばいできています。一方

市場在庫は新規リスティング数が落ち着いて

きたため、ピークを打ったように見えます。10
月入りで売りが少し戻ってきた兆候もあります

が、明言はできない状況です。 
近く家を売る計画の方は、バイヤーの資金

が海外にある場合は、まず米国内への資金

移転を確認してから、オファーを受諾した方

が安全です。Rockyfield も 7－8 月に経験し

ましたが、エスクロー開設後に資金を持ってこ

れない事が判ったケースが 2 度ありました。一

件は契約破棄、もう一件バイヤーは米国市民

でほかに資金源がありましたがヒヤッとさせら

れました。また、市場を見ていてもキャッシュ

バイヤーで資金手当てができない事が判明し

て契約破棄など、エスクロー解消が目に付き

ます。ローンを引く場合はローン会社が購入

資金の米国移転を確認しますが、Cash の場

合、バイヤーがセラーに言わず資金手当てに

努力していると、何週間も経ってからダメという

ことになる可能性もあります。 
9 月一戸建てクローズの物件数は 61 件とま

ずまず。平均価格は低下しています。中間価

格は移動平均では緩やかな上昇を続けてい

ます。今年の販売数は 2004 年以来、最大と

なることがほぼ確実になっています。 
タウンホーム市場は 8 月に低迷後、9 月は

需給が回復しています。ただこのところスロー

ダウンの傾向が見えています。 

 

供給過剰下で 
オフシーズン 

入り 

最近のバイヤー傾向 
住宅市場が活況でバイヤーが先を争う
状況では、家の状態が古いだけでなく
多少悪くても、それほど安くせず競争力
を維持できます。今年は 7 月以降、販
売量が新規リスティングに追いつけなく
なり供給過剰状態が明確になりまし
た。こうした背景で 近のバイヤーはす
でにリフォームされている家を好み、値
段が安くても古い状態の家を敬遠する
傾向が出ているようです。すでにリスト
価格が安く設定されていても、そこからリ
フォームのコストを差し引いた値段を欲
しがるバイヤーが見受けられます。プロの
目からこれはあまりお勧めできない傾向
です。リフォームされ新しい状態の家で
も 10 年経てば価値は低下します。「不
動産はロケーション、ロケーション」とよく
言うように、エリア、道、家の位置、学
校、View など特典、さらに PV では平
坦で使用可能な土地の大きさなどの
基本/恒久価値は 10 年経っても落ち
るどころか多分上昇するでしょう。 
  ただ、リフォームされている物件がかな
り多いので、バイヤーがそちらに流れるの
は無理のないことかもしれません。この
観 点 か ら 、 今 年 春 先 の Sellers’ 
Market が Buyers’ Market に転換し
ていると言えます。 
  台所、バスルーム、窓を入れ替える
と、安くても 7－8 万ドルはかかるでしょ
う。時間とコスト、売り易さのバランスを
考慮して決めることが必要です。 
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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。 

SELECTED LISTING SAMPLES 
 
 
 
 
 
 
 

Please contact  
 

Rockyfield 
 

for listing information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 10/09/15) 

 

Rockyfield contact     
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
Websiteで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:  properties14@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

 DRE broker license: 
01328577 

省資源PACE ローンの問題点
水･エネルギー節約設備の家庭での設置を後押しする加

州政府の PACE(Property Assessed Clean Energy)ローンは

｢人気のあるプログラム｣と謳われていますが、実態は疑問

点が多くお勧めできません。利点は通常ローンに比べ借り

手の Qualificationが楽なこと。しかし返済は固定資産税の

一部としてなされ、税負債と同じ優先順位となります。現

存の住宅ローンは PACE に第一優先権を取られるので、

住宅ローンを持っている方は困難。金利も通常ローンの

倍位します。仮に PACE ローンを引けたとしてもリファインナ

ンスができなくなります。また家を売る際も、省資源の利

益を享受できても、このような Lien を引き継ぐバイヤーはい

ないでしょう。また Lienを引き継ぐとバイヤーはローンを取れ

ません。販売時に PACE 返済するしかないようですが、返

済に関わるコスト、それより省資源設備に投資して、その

利を十分に得ることなしに返済すると、販売価格に上乗

せできない限り、全くの損となります。 
  PACE の HERO プログラムは Subordinated Debt となり上記

の問題を軽減をするはずが、完全な劣後債ではないた

め、FHFA との問題がかなりあるようです。加州政府は

FHFA、HUD と交渉していますが、モーゲージ市場全体の

システムに影響するため、なかなか解決策に至りません。 
 PACE は州政府の無駄使いに終わる可能瀬が高く、ホー

ムオーナーは HELOC やリファイナンスを考慮する方が賢明

です。また省エネ関連はリベートなど他にも様々なプログラ

ムがあります。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

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、屋根、

バスタブ修理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(統計グラフも含む)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。下のリス

トはごく一部です。 
 properties14@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。 


