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米国経済と住宅市場 

株価の急落の背景にあるのはインフレ懸

念。インフレの土壌は金融市場に巨額の資金

がダブつき、経済成長が 3%台に乗り、ほぼ

完全雇用状態となっているなど、すでに存在

していましたが、景気好調下での大幅減税、

財務省によれば今年 1 兆ドル追加借り入れ

が必要、10 年米国債利回りがジリジリ上昇し

2.8%、3%台に乗る方向にあります。これまで

インフレ圧力を抑えていた賃金が前年同月比

2.9%増加したことが引き金となりました。消費

も雇用改善と負債増を背景に大きく伸び始

め、インフラ投資が議論され、原油価格が 60
ドル半ばまで上昇しおり、需要、賃金、資源コ

スト多方面からインフレ懸念が膨張していま

す。FRB は Yellen 議長最後の会議であった

ためか一月末は利上げを見送りました。3 月

の利上げは必至でしょう。 
長期金利は少しずつ上昇していますが、歴

史的な超低金利にあることに変わりありませ

ん。特に短期金利と長期金利の差が極端に

小さい（利回り曲線が平坦）なのが、今後の安

定成長の観点から好ましくありません。米国債

利回りは 2 年が 2.1%、10 年が 2.8％、30 年

が 3.1%（2/5 現在）。FRB が Money Stock の

吸収に動けば長期金利は上昇し、将来への

インフレ懸念が和らぎます。実際のインフレは

まだ存在していないので、徐々に先手を打つ

舵取りが必要でしょう。今のところ不況よりイン

フレの可能性が高く、FF レートの引上げより、

マネーサプライ削減を優先してもらいたいもの

です。 
ただし、不動産の観点から長期金利の上昇

は住宅ローン金利の上昇であり、値段、需要

両面でマイナスとなります。不動産売買は金

利が動いているときに一番影響を受けます。

金利が上昇しても、そこで安定すれば需要は

回復します。今は住宅ローン金利が明らかに

上昇に転じており、市場は熱くなっています

が見通しが難しくなっています。 
不況に転ずる可能性もあります。消費者負

債が急騰、住宅ローンも高レバレッジが増え

てきており、賃金上昇がインフレでオフセットさ

れると、消費者の資金繰りが苦しくなります。

金利上昇局面ではリファイナンスもできませ

ん。所得格差も拡大が見込まれており、一般

需要が萎縮し、景気の息切れの可能性を否

定できません。 
パロスバーデス住宅市場 

年初は市場在庫、エスクロー物件など需給

環境が一年前より悪い状態でスタートしました

が、例年より早く販売が増え始める一方、新

規リスティングが少なく需給関係は急好転しま

した。安いところからどんどん売れ、現在低価

格帯の販売数が少ないのは単に物件がない

ため。販売増は 200 万ドルまで拡大していま

す。200 万ドル以上はまだ出遅れています

が、良くなる兆候も見えています。昨年までの

傾向と変わったのは、300 万ドル以上の高額

物件が動いていないこと。 
価格は季節的な取引量の過疎化で統計上

は急騰したり急減があっても、昨年は春の上

昇後、一年を通じるとフラットでした。今年は

雇用と賃金改善で値上がりの可能性がある一

方、金利上昇と金利控除額削減のため、また

株式市場下落がバイヤー資金力にどのような

影響があるか、住宅価格の急上昇は余り期待

していません。 
いま、家の売却をお考えの方に、例年でした

ら、5-6 月までなら大丈夫とアドバイスしていま

したが、今年は急いだ方がセーフと思いま

す。待っても値段がどれほど上がるか、金利

上昇局面でもあり、値付けも余り強気に行くと

うまくいかないリスクがあります。価格を提案す

るのに使う比較物件は過去のもの。金利が上

昇するとバイヤーの買える限度額が当然低下

します。金利が市場に出した後、短期間に上

昇するかどうかは判りません。長期的に上昇し

ていくことは予測できても、明日どうなるかむ

ずかしのが現実です。 
タウンハウスとコンド市場の需給タイト状況は

依然として続いています。金利上昇で一軒家

が買えなくなったバイヤーがタウンハウスやコ

ンドに行くケースも考えられます。 

 

PV 住宅市場 
急好転 

Short Saleの詐欺急増
昨年暮れから Short Sale の詐欺が出て

います。Short Sale はローンの借り入れ

金額の方が販売価格より多い、つまり銀

行が損を背負い込み、状態が悪い場合

が多くても、値段が安く、直ぐにわなくても

いい方、また数ヶ月待った上買えなくても

いい方にとっては、割安に買える魅力ある

ものです。メルトダウンの後に比べ最近は

Short Sale の数は非常に少ないものの、

昨年後半からまた出ていました。 

詐欺の手段は、バイヤー（バイヤーのエー

ジェントの場合もある）を上手く言い包め、

Short Sale の合意書にサインさせブローカ

ー所有のエスクローに Deposit を入れさせ

ます。Short Sale の場合、売買合意書

を銀行に送付し、銀行の許諾受けてから

通常の取引手続きが始まります。問題は

銀行からの回答が数ヶ月掛かることが多

く、長期間待った上、駄目と言われるケー

スもあります。そのためバイヤーもバイヤー

エージェントも暫くは待つしかないのが普

通。数ヶ月待ったあと、連絡をしようとする

と、ブローカーの電話は繋がらず、エスクロ

ーも連絡が取れず存在していないことが

判るというものです。 

私たちが Short Sale のバイヤーエージェ

ントの場合、銀行の許諾が出るまで絶対

に Deposit はさせません。それに相手のブ

ローカーの ID は通常取引でも必ず確認

します。 

被害金額は多くなっているようですが、足

跡も残るため、すでに 32 件の詐欺に関

する容疑者が捕まったそうです。 
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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 us 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A: Active   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 02/06/18) 

Rockyfield contact     
BRE License #01328577 
727 Silver Spur Rd. Suite 205 
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 

Money Laundering 
マネーランドリングとは不正なお金を正当なお金に転

換する犯罪。不動産はその道具に使われます。法

律では$10,000 以上の不正な資金の関わる取引を

Money Laundering と定義しています。単純な手法

は不動産を不正なお金で購入、数年間、賃貸収

入でいかにも正当なビジネスに見せかけ、最後に売

却すると、その金額はいかにも正当に見えます。自

分の ID を隠すため Shell Company で現金購入す

るのが普通です。とくに外国会社からの資金は注意

信号といわれます。  

  Shell Company が正当なビジネスを平行して行う

ケースもあります。さらに手が込んだ手法では裏金を

使い売買を短期間で完了させるケースもあり、市場

価格からあまりに離れた価格での売買は怪しいとし

て調査対象になります。昨年秋から、LLC 等の

Shell Company が 200 万ドル以上の物件を現金

購入する場合、購入者本人確認が要求されタイト

ル保険会社が確認のうえ財務省に報告することに

なっています。 

不正な資金による購入を確認したり報告したりす

る責任はありませんが、不法行為が分かっているい

る場合には当局に報告するか、取引をキャンセルす

るか、難しいところです。基本的にバイヤーの個人 ID

が明確であれば問題は少ないでしょう。 

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   


