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米国経済と住宅市場 

マイナス金利政策は日本を始め、EU、デン

マーク、スウェーデン、スイスが実行していま

す。日本の場合 80 年代に始まったの不況か

ら脱出できない状態が 20 年続き、その間財

政出動、ゼロ金利、量的緩和など手段が出尽

くし、2008 年メルトダウン後はアベノミクスが登

場しました。アベノミクスはインフレ目標を掲げ

たという点で新鮮なものでしたが、社会・経済

構造の異なる米国に追随し構造改革を提唱、

惨めな結果を招いた小泉政権の財政赤字対

策優先、金融政策による景気浮揚に依存を

継続するもの。すでに超低金利、量的緩和状

態となっており、アベノミックスは結局円安によ

る輸出増を足がかりに景気回復という 70 年代

以降の日本の経済動向と変わらないものとな

りました。こうした八方塞の状態をペナルティ

金利により、金融機関の貸し出しを強制する

試みがマイナス金利の背景です。ビジネス拡

大のファイナンス需要は現在の経済低迷下で

少なく、延命の資金繰り需要に銀行が貸し出

しを増やしても、銀行の健全性が損なわれる

危険があります。余剰資金は金融商品に投資

した方が銀行にとって有利でしょう。 

欧州も金融危機から赤字対策優先の機運が

強く、マイナス金利に動きました。スイスは

Euro でなく自分もマイナス金利にしないと膨

大な資金が流入し、スイスフランに巨大な上

昇圧力が掛かり、、それが欧州全体の金融シ

ステムを揺るがすため“お付き合い”のマイナ

ス金利といえるでしょう。 

米国でも今年になってから経済成長、雇用

に疑問が出て一部にマイナス金理論がありま

すが、基本的にその正当性はなく、今回

Yellen 連銀議長が間接的ながら、マイナス金

利の可能性を否定したことは歓迎できます。こ

れは Yellen 議長だけでなく、連銀全般に共

通しているようです。特に日本のマイナス金利

実行後、円高に動いたことなど、相関関係は

不透明でも、マイナス金利の効果に強い疑問

があります。また景気が落ち込んだときに手段

が全くないという懸念も強いようです。 

世界的に共通しているのは消費の冷却状態

が継続していること。消費者の借り入れ率の

低い、アセットベースの日本経済では低金利

が消費を抑える結果となっています。また一

度マイナス金利になると、円高が怖くて利上

げができない袋小路です。 

パロスバーデス住宅市場 
E/A レシオ（エスクロー物件数/在庫比率）か

ら見て PV の住宅市場の転換点は、6 月中旬

でした。7 月初めから市場在庫が天井を打っ

た状態にあり、需給好転の気配も数度ありまし

たが、8 月以降は販売が落ち始め、需給関係

がどんどん悪化しました。（現在 35％）。例年

8 月終わりから 9 月に E/A レシオは落ち込み

ますが、ここまで悪化するのは 2010 年以来の

こと、とくにこの数年住宅市場が量的、価格的

にも回復してきただけに深刻です。リアルタイ

ムの価格動向を見るエスクロー中間価格は取

引規模が縮小すると量的に低価格帯シェア

が大きいので一時的に上昇する傾向にあり、

今回も 6 月中旬から上昇していました。が、8
月中旬から急落しています。これらの統計数

字を見ると PV の住宅市場不振は鮮明。問題

は例年どおり 9 月の一服市場なのか、それと

も住宅不況再来なのかということです。今回市

場在庫数が 240 を超しており、これが捌ける

には今年一杯掛かるのではないかと見ていま

す。住宅ローン金利が米国 10 年債利回り動

向から上昇傾向にあり、金利低下による住宅

販売てこ入れが望めない。一方、価格面から

は 2014 年以降それほど上昇しておらす、昨

年比ではむしろ価格水準は低いので、価格

上昇による買い意欲低下はなさそう。 
明確なのは、今売り出すのは不利というこ

と。10 月から 11 月初めに一時的にもバイヤ

ーが活発化する可能性は十分あり、少なくとも

9 月中は避けるべきでしょう。来春の市場は年

末までに市場在庫がどれくらい減少するかに

よると思います。 
今年はコンド市場の好調が目に付きます。タ

ウンハウスはリスト価格が上昇しすぎ、停滞し

ていますが、需要はまだ強いようです。 

 

住宅不振鮮明 
厳しい 9 月に 

新築のコンド・
タウンハウスなどの購入 

アジア系の方は新築住宅を好むようです。

PV でも幾つか新築コンドが売りに出ていま

す。また一戸建てでも庭も殆どなくタウンホ

ームのような家が軒先を並べている開発が

多くの地域で見られます。 

住宅ブーム下で何でも飛ぶようにに売れる

時なら心配ありませんが、販売はすでに落ち

てきており、新築は特に値段が高いため売

れ行きの悪いところが目に付きます。とくに

PV では新築コンド、タウンハウスが稀有、デ

ベロッパーも強気で高級感のある物件を高く

売ろうとする傾向が見えます。一番の心配

は HOA です。売れ行きが悪く入居者が少

ないと HOA 管理料が十分集まらないため

管理会社も雇えず、共通部分のメンテナン

スなどに支障の出る可能性もあります。さら

にデベロッパーが資金繰りに行き詰ると価格

が暴落する可能性もあります。新築は 10

年 間 の 業 者 保 証 が あ り ま す 。 通 常

Warranty 会社に責任は移行しますが、この

手続きに支障の出る可能性もあるでしょう。 

新規 Complex は今まで住宅の無かったと

ころに開発するケースが多く、立地の安全性

は市当局も厳しく検分するので、心配は少

ないものの未知数の部分もあります。 

新築は誰も住んでいないという気持ちの良

さ、設備の良さなど利点も多いものの、その

分高価で、何年か経つと既存住宅と同じに

なります。つまり新築の値上がり率は低い傾

向となります。 

  新築の購入は市場環境、プラスマイナスを

熟考する必要があります。 
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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。 
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Please contact  
 

Rockyfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 08/30/16) 

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# 

 DRE broker license: 
01328577 

セラーによる契約破棄 
ひとたび売買契約書が実行されると、バイヤーは契約を

破棄できる権利が幾つかありますが、セラーが自分の意

思（都合）で契約を破棄することは大変難しいことになり

ます。予測外の突然の出来事、急病、家庭の事情の急

変、転勤（転職）予定が急になくなったなどが考えられま

すが、その場合は正直に謝罪しバイヤーの理解を求める

しかないでしょう。ましてや他にもっと良いオファーがあるとい

う の は 理 由 に な り ま せ ん 。 自 宅 買 い 替 え の 場 合

Contingency をつけることができます。バイヤーの実行要件

の日数カウントはセラーが買い替え Contingency を外して

からスタートします。 
 こうした特別なケースを除くと、セラーが契約破棄できるの

はバイヤーの契約不履行の場合に限られます。バイヤー

は契約上指定された期限までに Contingency を外さなけ

ればなりませんが、期日が過ぎた場合やその他条件の契

約違反の場合でも、一方的に契約破棄はできず正式な

手順を踏まないと逆に訴訟騒ぎになりかねません。正式

手順はまず Notice to Buyer to Perform（NBP）という通告を

出します。リーズナブルな日数以内（3 日が適切）契約を

遵守し履行（Contingency 外すなど）しなければ契約を破

棄するという内容です。もしバイヤーが回答しなければ契

約破棄通知を出しますが、セラーがキャンセルする場合は

証拠金を返却する必要があります。例外はバイヤーが合

意した期限内にエスクローをクローズしない場合。これも

上記と同じ手順を踏まなくてはいけませんが、証拠金は

没収可能です。が、現実的には係争となる可能性もあ

り、新しいバイヤーのオファーを受諾し、エスクローを開く上

で障害となりかねません。返却したほうが賢明です。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

すごい海の眺望・空き地ご紹介 
圧倒される海の眺望、目の前にカタリーナ島の全貌が広がる 2.5

エーカーの土地は PV ではもう殆どないでしょう。ユティリティも入口

まで来ており、過去に地質、エンジニアリングなどの調査を終え、

RPV 市から Approval を得ています。これら資料の一部はご覧にな

れます。値段も 100 万ドルと手ごろ、夢のマイホームを建てません

か？ご連絡はカタリーナまで、310-365-6309 

 
リース物件・海の見える RPV 南部、4 ベッドリース 
トランプゴルフ場に近い、Ladera Linda 公園の南に隣接する Sea 

View コミュニティは都会の喧騒と別世界。潮風と夕焼け、カタリー

ナ島を毎日楽しめます。ダウンタウンへ通勤の方には Harbor 110

まで遠くなく PV 西部より便利です。1909sf の 4 ベッドルームのこの

一軒家は広々、リラックス。Terranea もすぐ、Trader Joe’s のある

Golden Cove も遠くありません。ご覧になりたい方は 310-347-7580 

Yokko まで。 


