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米国経済と住宅市場 

経済の基本は Exchange。八百屋と肉屋は野

菜と肉を交換すると食生活が豊かになりま

す。もっと多くの物、多くの人と交換をするとさ

らに生活が豊かになります。毎日私たちが買

ったり売ったりするのはお金を仲介した交換

です。1789 年から 1914 年まで関税が米国政

府の主な歳入でした。所得税開始後、経済発

展のため関税を低くし輸出入を増やしました。

為替政策とともに関税が国際紛争の手段とし

て使われることが多くあったことから、1945 年

以降は自由貿易の方向に西側諸国が動き出

し、中国やその他の国も自由貿易を目指すよ

うになりました。WTO が不公正貿易解決の機

関としてあるものの、ダンピング、強制労働な

ど不正行為は未だに問題で、世界全体の自

由貿易化は難しい一方、地域単位の自由貿

易圏は EU, LAFTA, NAFTA などが確立さ

れ, TPP も米国抜きで 11 カ国が調印しまし

た。不完全とはいえ、国際貿易の世界経済へ

の寄与は巨大であり否定できません。自由貿

易により生じる痛手を蒙る産業対策は各国政

府の課題であり、輸入制限や関税増は国の

経済全般に悪影響となり解決策となりません。 

 米国の貿易赤字は恒常的ですが、相手国の

ドル黒字の一部は米国債その他への投資とし

て戻ります。もっと重要なのは米国の世界支

配力の支柱は 70 国に基地を置く軍事力と並

び、先進国も含め多くの国の経済が米国に依

存していることです。米国向けの輸出無しに

殆どの国の経済は立ち行きません。米国経済

への依存は米国の貿易赤字によって創出さ

れ、米国の世界政策の支柱となっています。 

 全面的な貿易戦争は世界中の経済破綻に

繋がり、米国も Super Power の地位を失いま

す。国内では消費者が価格上昇だけでなく、

長年生産をしていない商品不足に苦しむでし

ょう。ただ、実際には貿易戦争となっても、互

いの経済の維持を前提に、限られた争いに留

まるでしょう。それでも不況入りする可能性は

非常に高いと言えます。 

  消費がこのところ急回復を見せています。完

全就業となり賃金も上昇を始めているので、

当然かもしれませんが、一方、消費者負債も

増え続け、ガソリンや運輸コストなど一部の消

費者物価は上昇が明らかです。この状況下で

関税引上げによる物価上昇は消費を著しく抑

制する可能性があります。 
パロスバーデス住宅市場 

販売が年明け早期に回復した一方、新規リ

スティングが増えず、150 万ドル以下の価格

帯で供給不足気味となっていましたが、一戸

建て市場在庫は 2 月始めに底を打ち、新規リ

スティングの回復とともに急激に増え続けてい

ます。しかし在庫増大の顕著なのは 200 万ド

ル以上の物件で、125 万ドル以下は依然とし

て極端な供給不足が続いています。とくに金

利上昇、ローン控除額削減なので、高額物件

の販売がもう一つ伸びていません。 
低価格帯は「買うものがない」ため販売も少

なく、エスクローに占める低価格物件数が減

り、リアルタイムでの価格動向を示すエスクロ

ー中間価格が押し上げられています。魅力あ

る物件が 125 万ドル以下で出てくると、バイヤ

ーが殺到する状況が見られます。また 150 万

ドル以上の物件でも、魅力あるものは素早く

動いています。中国から旅行に来て買ってい

くバイヤーの数は依然多く、修繕など対応で

きない事情もあるのか、安普請でも綺麗にリフ

ォームした家に人気が集まります。中国からの

バイヤーも View を好みます。 
今後の見通ですが、通常販売シーズン中の

2-3 ヵ月後も不透明、経済の先行き、物価、金

利と不安が付き纏います。価格面は強基調で

も売る必要のある方は早く出した方が賢明と

思います。中長期的にも 100 万から 200 万ド

ルまでのバイヤーの購買力がどこまで続くか

疑問もあり、中国など外国のバイヤーが今後

も続くのか心配です。ただ貿易摩擦や政治的

な状況を心配して米国不動産に中国バイヤ

ーが殺到する逆のシナリオも考えられます。 
タウンホーム、コンドの例のない需給タイト状

況は South Bay 全般に共通し、暫く続く見通

しです。 

 

金利上昇の 
影響まだ見えず

リースの要件 
今まで長年住んでいた家をリース、或

いは長年居たテナントが出て、新しいテ

ナントを募集する場合、家が現在の法

律上の要件を満たしていないケースが

良くあります。 

地震対策上、Water Heater を金属

の帯で固定するのは殆どの家がすでに

やっています。暖房のヒーター内部から

外に出てくる（ケースに接する部分）のガ

ス管は硬い鉄管でなければなりません。

Smoke Detector は州法で寝室のあ

る廊下についていればよいのですが、殆

どの市が各寝室に取り付けを義務付け

ています。（ドアから少し離す必要あり） 

Carbon Monoxide （一酸化炭素）

Alarm は寝室のある廊下に一つ、高さ

は指定がありませんが、一酸化炭素は

空気中に広がるため中ほどがよいでしょ

う。また各階に一つはないといけません。

今年 1 月から実行された節水水道設

備に関して、政府の規定は素人には難

しいですが、トイレは水使用量が明記し

てあるものはまず大丈夫でしょう。基本

ルールは 1995 年以降に取り付けたトイ

レ、シャワー、蛇口、Dishwasher, 洗濯

機などは節水基準を満たしているはず

です。近年のものはさらに節水効率か

良くなっています。 

その他、Mold など健康を害するもの、

安全に関わる物は是正しなければなら

ないのは当然です。 
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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。 
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Please Contact Us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 03/08/18) 

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 

こんなバイヤーは要注意
住宅売買契約がなってエスクローを開設、証拠金も入

りセラーはホッとします。エスクローがうまく行かないケースの

殆どはローンが原因ですが、ストレスが上昇するハードル

はインスペクションとそれに基づく修理要請です。Cash で

の購入は依然非常に多いだけでなく、最近目に付くのが

高額ののクレジットや、値引きです。個々の経緯は不明

ですが、私たち自身の経験でも修理要請時に多額のクレ

ジットを要求するケースがありました。 

基本的に AS-IS 販売、様々な調査はバイヤー責任

で、バイヤーは調査結果で契約破棄し証拠金を受け取

ることができます。その基本ルールの上でバイヤーは修理

等を要請します。セラーには修理（クレジットも含め）要請

を受ける義務はありません。現実的にはセラーも取引が

潰れると困るので、交渉の上ある程度の修理やクレジット

を受け入れるのが普通です。バイヤーがローンを借りる場

合、目安として$5000 以上（ルール上は％です）のクレジッ

トは値引きにしないとローン手続き上問題が生じます。 

インスペクターは安全上重要なものから、取るに足らな

いもの、アドバイスの類まで自己責任回避のためもあり、

事細かにリポートに書きます。これらのバイヤーはリポート

に言及されているもの全て、或いは 20-30 件の修理要請

を出しクレジットを正当化をする傾向があります。こうした

強硬な要請をそれでクローズできればよいとして受け入れ

るか、或いは拒否するかはセラーの判断です。 

中国政府の海外送金制限は良く知られていますが、他

国からの送金で、米国がテロ対策上高額の送金を拒否

或いは調査するケースもあるそうです。まずは米国内に資

金があることを確認することが重要です。 

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   


