
ハワイのトラベルプログラム（Pre-
Travel Testing Program）がスタートし
て、早くも1ヶ月が経過しました。このプ
ログラムは10月15日から始まり、ハワイ
到着の72時間前以内に指定の医療機関で
PCR検査を受けて陰性反応の証明書を持
参すれば、米国本土からの訪問者はハワ
イで実施している14日間の滞在先での自
主隔離を免除される条例です。そしてこ
の施策は、国外では日本が最初の対象国
になり、11月6日から実施されました。
数ヶ月前から熱望していた日本からの

渡航の再開です。年間1,000万人（2019
年）の訪問客のうち、日本からの訪問客
は160万人に上り、国外からは最大の訪
問客数になり、そのほとんどがホノルル
を中心とするオアフ島を訪れています。
日本からの不動産投資額の90％をオア

フ島が占めていることからも、これまで
もお伝えしているように、日本からの観
光客なしでは──特にワイキキ地区など
は──生計を立てることがとても難しい
のが現状です。日本のお客様は短期滞在

で、グループ観光やオプショナルツアー
が多く、また外食する機会も多いため
に、滞在先のホテルだけでなく、周辺の
レストランを含めて飲食業に落とす金額
が大きいのです。
ハワイでは、16日にデーヴィッド・イ

ゲ 州知事（Governor David Ige）が、
15番目のハワイ州緊急事態宣言として屋
外のマスク着用を義務化しました。前回
の緊急事態宣言後、マスク着用ルールが
市民に正しく理解されていなかったこと
と、未だに感染者数が減少していないこ
とからです。屋外ではソーシャルディス
タンシングを保つのは当然ですが、公共
の場での買い物や歩行などもマスクの着
用を義務付けています。ビーチなど、人
との距離が保てる場所などの例外はあり
ますが、マスク不着用のペナルティーは
罰金5,000ドル＋1年以内の禁固刑です。
ハワイのマスク着用率は86％で、全米

で最も着用率が高い州の1つですが、CDC
のガイドラインにある95％、つまり感染

予防を抑えられる着用率には達していま
せん。
ホノルル市長のカーク・カルドウェル

（Mayor Kirk Caldwell）氏は、感謝祭ま
でにはレベルー３（Tier-3）への移行
──10人まで集まることが可能になり、
感謝祭で家族が集まれるようになること
──を切望していました。しかし、11月
25日の段階で、1週間の平均感染者数84
人、PCR検査の平均陽性率2.5%を記録し
ました。レベルー３に移行するために
は、1週間の平均感染者数を49人以下、
平均陽性率を2.49%以下に抑える必要が
ありますが、その基準を満たしていませ
ん。
米国本土からの訪問客を主な対象とし

て10月15日からスタートしたトラベルプ
ログラムもすでに1ヶ月が経過し、オアフ
島以外の市長からも「十分ではない」
「追加の政策が必要」と指摘されていま
す。

（次ページに続く）
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今月成約したハワ
イカイ地区にある
ポートロックの弊
社リスティング。
夕日の美しいオー
シャンビュー。彼
方にはダイヤモン
ドヘッドをのぞ
む。
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ハワイの隔離免除プログラムは、スタート後に米国本土の
第３波の影響を受ける



（前ページから続く）

ハワイ州政府観光局によると、10月の
訪問客数は前年同月の796,200人から
90.4%の大幅な減少（76,613人）にな
り、パンデミック後の3月以降では最も多
い訪問客数でした。7月は22,562人、8月
は22,350人、9月は18,868人でした。 
10月の訪問客の内訳は、
米国本土からが約73,000人
で、そのうち米国西部から
は53,400人、米国東部から
は19,600人でした。国外か
らはカナダが389人、昨年
160万人だった日本からは
わずかに183人でした。
今年の1月から10月までの
通年では230万人になり、
前年同期の860万人から
73％減少しました。
ハワイ州の中では感染防止
対策が一番厳しく感染者数
も極端に少なかった、
「ガーデンアイランド」と呼ばれるオア
フ島の西側に位置するカウアイ島の市長
である日系のデレック・カワカミ
（Mayor Derek Kawakami）氏は、
「もっと厳しい検査と、そのフォロー
アップ策が必要なのではないか」と、各
島での2次検査の重要性を訴えています。
カウアイ島ではこのプログラムの開始
後、検査結果の証明書を持参せずに結果
待ちで訪れた訪問客9人
に、到着後に陽性反応
が出ました。彼らは、
到着72時間前以内に受
けたPCR検査は陰性で
したが、到着時の検温
などで陽性と判明しま
した。カウアイ島では
10月の感染者数はゼロ
でしたが、旅行者4人全
員が陽性反応を示すな
ど、今月の感染者は13
人になりました。この
現状から、「今のプロ
グラムには穴があるの
で、至急修正する必要
性がある」と提案書が
提出されました。他の
市長も同様に、「ハワ
イ州全体のケースと、各郡の対応は分け
るべき。各島の状況は各市長が一番把握
しているので、責任は各市長に任せるべ
き」と訴えています。
提案書では、①訪問客がPCR検査の結果
をトラベルサイトにアップロードするべ
きで、結果待ちは受け入れないことと、

②各島で到着3日後に再検査をすることな
どを提案しています。
また、ハワイ州が指定する医療機関及び
検査機関以外の検査結果は受け入れない
という提案もあり、実際にマウイ島の市
長は、指定検査機関の検査ではなかった
ことから、今までに150人以上の訪問客
の入島を認めませんでした。

ハワイは島なので、食べ物や植物などと
同様に検疫などを徹底する必要がありま
す。一度入ってしまうと、その対応がと
ても難しくなるのです。

イゲ州知事は、19日の記者会見で「検
査結果待ちの訪問客は、検査結果の証明
書を持参しない限り到着後に14日間の自
主隔離を24日から課す」と発表しまし

た。少なくとも44人が当てはまり、検査
結果が陽性だったことを重く受け止め、
「訪問客とその家族、そして地元民の安
全と健康を守るために、チェックを徹底
する」とコメントしました。
また記者会見では、ハワイ到着前に指定
の医療機関でPCR検査を受けて陰性反応
証明書を持参すれば14日間の自主隔離が

免除される対象を、米国本土と日本に加
え12月中旬からカナダにも適用すると発
表しました。
カウアイ島では7月以降感染者はゼロで
したが、訪問客から感染が広まったこと
を憂慮した市長は、一時的にプログラム
への参加中止をハワイ州知事に申請し、
27日に認可されました。つまり、カウア

イ島への渡航者は到着前に
受けたPCR検査の陰性反応
証明書があっても、全員が
14日間の自主隔離をする必
要があります。
ハワイ州のトラベルプログ
ラムは、施策からフォロー
アップまで、他の州にはな
い独自の感染防止対策で
す。しかし米国本土では第3
波が到来しており、ハワイ
とは強いつながりのあるカ
リフォルニア州でも、外出
禁止＆自宅待機条例の発令
一歩手前の状況です。

現在のプログラムは、2次テストの必要
性を各島の市長などから訴えられてお
り、医師でもあるグリーンハワイ州副知
事も、ハワイ到着72時間前以内のPCR検
査を4日前（96時間前）に変更し、さら
に到着後の空港内での2次テストの必要性
を挙げています。プログラムを推進して
いくために、今後どのような方針が追加
されるのかは現時点ではわかりません

が、感染して症状が現れ
るまでには5～12日あ
るので、訪問客到着後
の感染拡大を防ぐため
にも何らかの追加策が
必要となるでしょう。
26日の感謝祭
（Thanksgiving Day）
は、感染拡大防止のた
め多くの家庭で5人以上
集まることができませ
んでした。翌日の金曜
日の27日はブラックフ
ライデーで、ここから
例年通りにクリスマス
商戦が始まりました。
アラモアナ・ショッピ
ングセンターでは皆マ
スク着用、店内は人数制

限と消毒が徹底しており、人手も例年の
10～20％減程度で意外に混んでいまし
た。

Sources: Honolulu Star Advertiser, 
Hawaii News Now, Pacific Business 

News

2020年11月号　　　                                                                 ハワイ・マンスリー          　                                                     　           　   第87号



「エンプティーネス
ト（Empty nest）は
どこへ行った？」エン
プティーネストとは、
一般的に米国では、子
供が大学へ進学したり
就職するなどで実家を
出て、夫婦で暮らして
いる状態を指していま
す。

一昔前に日本で流
行った「パラサイト症
候群」とでも言うので
しょうか。 若者たち
（18～29歳）が両親
と同居している傾向
は、前回の調査では
2008年のリーマン
ショック前後からのグ

レートリセッション
（Great Recession：
2007年12月～2009年
6月までの1年半）の時
期がピークでした。今
回のコロナ禍で若者た
ちの動向がどのように
なっているのかを、リ
サーチ会社のピュー・
リ サ ー チ セ ン タ ー
（Pew R e s e a r c h 
Center）はレポートし
ています。

若者が両親、あるい
はそのどちらかと同居
している比率は2月の
47％から徐々に増えて
7月には52％を占め、
そ の 数 は 全 米 で 約
2,660万人にも上るそ
うです。

両親が暮らす実家に
戻ってきた若者は、性
や人種、あるいは都市
や地方に関係なく、全
体的に見られる傾向
で、特に18歳から24
歳、人種的には白人が

多いようです。

今回の調査以前で、若
者が実家で両親と同居
する傾向が一番強かっ
たのは1940年でし
た。この時期は大恐慌
（ G r e a t 
Depression：1929年
後半から1930年代後
半まで）の終わる頃
で 、 全 米 の 若 者 の
48％が両親と同居し
ていました。1930年
代のデータが無いの
で、現時点では1940
年が最も古いデータで
す。

「特に、今回の新型コ
ロナウイルス感染症拡
大によるパンデミック
と、それに伴うコロナ
ウイルス・リセッショ
ンによる経済の減速を
まともに受けているの
がこの世代で、両親が
いる実家へ戻らざるを
得ない状況にある」と
レポートでは指摘して
います。全体の9％は
「新型コロナウイルス
の感染拡大で止むを得
ず一時的に帰宅」して
おり、23％は「大学
の閉鎖で実家に戻っ
た」ようです。「コロ
ナ禍での失業あるいは
就職難」は18％でし
た。

前述のように、生まれ
育った実家に戻る傾向
はパンデミック以前か
らあり、新規世帯数が
人口増に伴っていない
一つの要因にもなって
います。

(次ページに続く)
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若い世代の半分以上は親と同居
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今年の2月から7月の間に、この年齢層の
世帯数は1,580万世帯から1,390万世帯に
12％も減少しています。

米国最大のオンライン金融のレンディン
グツリー（LendingTree）社の関連会社で
あ る マ グ ニ フ ァ イ マ ネ ー
（MagnifyMoney）社のレポート「アメリ
カ ン ・ コ ミ ュ ニ テ ィ ー サ ー ベ イ
（American Community Survey）」は、
全米50都市の中で、25歳から40歳までの
大人（adult children：大学生では無い）
が両親と暮らしている比率の高い都市を調
査しました。

この年齢層は、元々実家を出ていない者
や、家賃の高騰や家計費の増加などの経済
的な理由で暮らしが厳しくなった者、そし
てこのパンデミックの影響を受けた者など
様々です。

トップ５の1位は、カリフォルニア州の
ロサンゼルス郊外にあるリバーサイドで
29.4%でした。2位はフロリダ州のマイア
ミで29.0%、3位はカリフォルニア州のロ
サンゼルスで27.2%、4位はテキサス州の
サンアントニオで24.7%、5位はニュー
ヨーク州のニューヨークで23.8%でした。

またこの調査では、女性より男性の方が
両親と暮らしている比率が高いという結果
も出ています。

Sources: Realtor.Mag., Pew Research 
Center, MagnifyMoney
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1. ワイキキ・ランドマーク (Waikiki Landmark) のロビー階には、毎月美しい生花が飾られています。11月はサンクスギビング（感謝祭: Thanksgiving）の秋
らしいアレンジメント。　2. 海側から見る建設中のセントラル・アラモアナ (Central Ala Moana)。サンクスギビング当日は、デベロッパーから工事現場の作
業員400名にランチが振る舞われたようです。　3. 5. カハラに新しいショッピングモール「クオノ・マーケットプレイス (Kuono Market Place」がオープン
しました。フードランド (Foodland) は地元の食料品店として良く知られていますが、この「カハラ・マーケット・バイ・フードランド (Kahala Market by 
Foodland)」では、テイクアウトできる惣菜やデザートが充実しており、イートインのスペースもあります。　4. ブルーミングデール (Bloomingdale’s) の店内
で見かけたクリスマスデコレーション。　6. ワードビレッジ (Ward Village) のアナハ (Anaha) に今年6月オープンしたトルコ料理店イスタンブル (Istanbul 
Hawaii) は、ソーシャルディスタンスを配慮した屋外ダイニングも大好評です。 　7. ハワイカイ (Hawaii Kai) のロイズ (Roy’s) も屋外ダイニング営業中。　8. 
アラモアナセンター (Ala Moana Center) のシグネチャークリスマスツリー。　9. 夕焼け空の綺麗な或る日。　10 今年のサンクスギビングは、メリマンズ 
(Merriman’s Honolulu) でホリデーメニューをテイクアウトしました。
編集後記： 10月30日のハロウィン (Halloween) を皮切りに、例年なら賑やかなホリデーイベントが目白押しですが、今年のハワイはコロナ禍
で町全体が静かです。何軒かのホテルはこの時期に改装工事中ですが、11月にはワイキキ・ビーチコマー 
by アウトリガー (Waikiki Beachcomber by Outrigger) とハイアットセントリック・ワイキキビーチ (Hyatt 
Centric Waikiki Beach) が営業を再開しました。アラモアナホテル (Ala Moana Honolulu by Mantra) は12
月に再オープンのようです。リニューアルに合わせて、今年３月にモイリリ (Moiliili) 地区で惜しまれながら
閉店した人気のガストロパブ「Pint +Jigger」と、トップスタイリストのリッチーミャオ氏がプロデュース
する「ダダ・サロン、スパカフェ (Dada Spa Salon & Cafe)」が新店舗として登場する予定です。


