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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

トランプ新政権の経済政策が不透明なた

め 2017 年の経済予測は困難ですが、それ

でも幾つか予測できることがあります。

昨年 7 月中旬から上昇に転じた金利は今

年前半上昇基調を続けそうです。連銀の

利上げの結果でなく長期金利の上昇が市

場金利全体を押し上げていくと見ていま

す。理由は雇用がほぼ完全雇用に近づい

ていること。まだ統計に入らない失業者

の数は多いもののこちらも急減、賃金上

昇によるインフレ圧力、新政権下で財政

赤字・米国債が増大しそうなこと、さら

に原油価格が上昇もインフレ圧力を加速

し長期金利を押し上げるでしょう。 
すでに複数のバイヤーが昨年末ローン会

社から金利アップの連絡を受け、購入可

能な価格の上限を下げるケースが出てい

ます。現在の順調な景気が少なくとも今

年前半は続き、消費者の借入比率が下が

っていること、世帯所得が増え始めてい

ることなど、またビジネス投資はまだ低

水準で経済成長のプラス面のほうが利上

げのマイナスより大きく、連銀の利上げ

の景気への影響は少ないと見ています。

さらに連銀の利上げはマクロ経済の観点

からは好ましいと言えます。その理由

は：金融市場の流動性が高すぎる（お金

がダブついている）、Fed Fund 金利は現

在 0.75%が上限で、もし不況になった場合

に連銀はなす術がありません。 
もう一点予測できるのはオイル価格の上

昇から波及する一般商品価格の上昇で

す。現在ドル高が輸入価格、原油価格の

上昇を抑えていますが、ドル高がさらに

進むとは考えにくい反面、欧州、アジア

の経済が様々な問題を抱えており、米国

経済成長が先進国の中で最も高い状態が

続きそうなため、大きくドル安に振れる

可能性も低いでしょう。日本は目先の景

気でなく、根本経済に回復の兆しが見え

ているものの、円高に転ずるとつぶれる

可能性があります。 
金利はどのくらい上昇するのか？もし新

政権が選挙公約の史上最大規模の減税＋

膨大なインフラ投資を始動、財政赤字の

悪化でも、当面、金利上昇は緩やかと見

ています。確実に予測できるのは先行き

の不透明。今年の住宅市場環境はあまり

好ましいものではなさそうです。 
パロスバーデス住宅市場 

12 月始めに 164 件（一戸建て）あった市場

在庫が、月末には 116 件に急減しました。新

規リスティングが Thanksgiving から非常に少

なくなった半面、販売（契約）は週 10 件以上

を 12 月中旬まで保っていたことと、12 月の最

終 2 週間はリスティング期限切れ、キャンセル

などの急増もあり、在庫が急減しました。一時

的に市場から引き上げた物件は 1 月に戻っ

てくる一方、需要の方は時間がかかるので、１

月下旬までは需給バランスの悪い状態となる

可能性が高いでしょう。ただ潜在需要は非常

に強く、あとは値段とバイヤー自身の将来収

入の見通しで今春の市場が決まります。また

150 万ドル位までのバイヤーは金利に敏感な

ので、市場価格の動きより、金利動向が売れ

行きを左右するため、セラーもその辺を注視

する必要があります。注意すべきはセラー自

身の金利がどうなるかの判断でなく、一般的

なメディアなどの見通しが重要なこと。つまり

実際に金利が上がるか下がるかは重要でな

く、一般的な予測が大事です。 
市場在庫は昨年初の 140 件が 116 件に、エ

スクロー物件数は 62 件/64 件とほぼ同じ、エ

スクロー中間価格は遥かに高い環境でのスタ

ーとなりました。ただ、価格に関しては契約物

件数の年末急減で、エスクロー物件に高額物

件が多く残ったため信頼性がありません。 
2016 年の一戸建て販売数は 698 件と 2015
年の 710 件から減少、平均価格は 1.6%減、

中間価格は 2.1%増となりました。 
タウンハウス、コンド市場とも順調が続いてい

ます。金利上昇は一戸建てからのバイヤー移

動で、一時的な需要増となります。 

 

帰ってきたFlipper
最近 WSJ に Flipper（悪い状態の家を買い

リモデルして売る投資家）が 2016 年に戻っ

てきたという記事がありました。2008 年のメ

ルトダウン以前は多くの投資家が flipping に

より即席利益 を挙げていました。が、彼らの

利益の殆どが市場価格上昇によるもので、

リモデルの結果でありませんでした。高リスク

のビジネスであり、昨年の Flipper は借入れ

比率も高く、住宅販売が停滞すると金融コ

ストで破綻します。金利上昇下で価格が停

滞或いは下落すると彼らの利益は消失し損

益となります。2008 年のメルトダウン後は破

産や銀行保有物件など、超低価格の物件

が多くありましたが、住宅市場が回復した今

は状況が違います。 

十分資金力のあるプロの投資家、特にデ

ベロッパーやコントラクターにとって Flipping ビ

ジネスはまだ可能でも、少々資金に余裕が

あり投資を求める普通の人が Flipping ビジ

ネスに首を突っ込むことはお勧めしません。 

確かに不動産投資は株や他の投資に比

べ、長期的に安定したリターンが期待できま

す。従って賃貸物件購入が普通の人にはベ

ストと言えます。長期間に亘り資産を増やし

引退後の収入を作ることが可能です。しか

し投資は片手間ではうまく行きません。とくに

最初の物件は財務的に困難を伴い、またテ

ナントとの関係、問題対処など積極的に行

い商売と割り切り時間を費やしノウハウを蓄

積することが肝要です。 

 

 2017 年住宅ローンの conforming 
上限が$424,100 and $636,150 に

引き上げられました。 
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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   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 01/05/17) 

Rockyfield contact     
BRE License #01328577 
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
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 

修理責任 
最近のリース契約には First Repair $xx が普通となりまし

た。これはテナントが要請した修理代のうち$xx までテナン

トが払い、それを越した分は大家が払うという約定です。

しかし入居直後に生じた修理の場合テナントは文句を言

うでしょう。問題が既存のものであった、あるいは問題の潜

在状態にあったとクレームできるからで、これをスムーズに

するには「最初の 30 日間は適用しない」という文言を入

れることで可能です。多くのブローカー契約書はこの辺がク

リアーでないためテナントの関係がスタートから悪化するこ

とがあります。 

 さらに修理の必要な問題が生じた場合、First Repair を

チャージできないものもあります。たとえば屋根からの雨漏

りはテナントの責任でないことは明らか（テナントが屋根を

傷めない限り）。法律上、大家の修理責任となるものに

関しては何もチャージできません。それでは何がそれに該

当するのか？ 法律上“Habitability”を大家は保証しなく

てはならず、Habitability に抵触する状態の修理は大家

責任となります。具体的な Habitability に抵触するリスト

はかなり広範囲ですが、基本的に不都合無く健全な生

活ができると考えればよいでしょう。 一方、テナントもメンテ

ナンス上の様々な義務があります。基本的に常識的なメ

ンテをすることになります。テナントが自分の基本的なメン

テ義務をしない場合、大家は修理する義務がありませ

ん。ただ現実的にはこの論理は適用が困難でしょう。 

 当コラムでは詳しく説明するスペースが無いので、ご興味

のある方はメールにてご要請いただけばカリフォルニア州の

賃貸ガイドの修理関係部分の抜粋をお送りいたします。

具体的なご無料相談にも応じますのでご連絡ください。 

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。 
 
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   


