
ハワイの労働者は3月中旬からの新型コロ
ナウイルスの感染拡大の影響を受け、米国
で最も多い失業届出数を記録しており、パ
ンデミック（pandemic：世界的な大流
行）がハワイの基幹産業の観光業を直撃し
ています。
失業者の増加は、観光業に多くを頼って
きたハワイ州経済の基盤を揺るがしてお
り、再考を迫られる機会にもなっていま
す。また、旅行やレクリエーション、コン
ベンションなどを中心に育まれてきたハワ
イ州経済は、新型コロナウイルスの感染拡
大防止策が緩和された後、どのようにリバ
ウンドして行くのでしょうか。
観光収入が180億ドルに上るハワイの観
光業は、3月13日のトランプ大統領による
非常事態宣言 (State of Emergency) 発令
により、不必要な旅行を控えるようにとの
要請が出ると、レストランやバーなどの飲
食店は一時休業へ追い込まれました。
ハワイは全米の中でもかなり早い段階の3
月25日に、州知事が自宅待機と在宅勤務を

発令しましたが、ホノルル市内の多くの店
舗では、発令以前から営業時間の短縮や休

業準備をしていました。ハワイ商工会議所 

(Chamber of Commerce Hawaii) とハワ
イ大学経済研究機構 (UHERO：University 
of Hawai i Economic Research 
Organization) による最新の調査では、ハ
ワイの店舗の4件に1件は、休業ではなく廃
業にならざるを得ない状況にあるそうで
す。「出血多量という状態です。銀行には
それなりの蓄えがあるでしょうが、それを
上回る固定費が重くのしかかっています」
と商工会議所の会頭、シェリー・メノ
アー・マクナマラ女史は語っています。
ハワイでは、この６週間（3月21日から

4月25日までの週）で194,000件に上る失
業届けがありました。この数字は、ハワイ
州全体の就業人口の実に29.1% にあたりま
す。この中には、基幹産業である観光業の
中心となるホテルやレストランから、 その
周辺産業にあたるギフトショップ、サー
フィン教室、ツアーガイド、観光バス会
社、旅行会社、ダンサーやミュージシャン
などの従業員が一時帰休（furlough）やレ
イオフ（一時解雇：lay off）された数まで
含まれています。       （次ページに続く）
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コロナウイルス感
染の影響で、観光
客のいないワイキ
キビーチ。
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パンデミックはハワイの基幹産業を直撃



レイオフという言葉自体は、日本ではあま
り馴染みがないと思います。米国ではよく
使われており、解雇を意味していますが、
多くは景気が回復
したら再雇用す
るという条件で
用いている場合
も多々ありま
す。日本語でい
うリストラ（解
雇：
restructuring）
とは意味が違い
ます。
その他のビジネ
スにおいても、
今後の見通しは
不透明です。レ
ストランやホテ
ルは営業再開が
決まっても、第2
次感染の防止と
いう意味で、現
在実施しているマ
スクの着用とソーシャルディスタンス
（social distancing：人との社会的距

離）、人数制限などが必要になるでしょ
う。
失業者の多さからも、観光業全体に携わる

人数の大きさが窺えます。ハワイ州観光局
によると、2019年には1,000万人以上の観
光客がハワイを訪問し、20億ドルに上る州

税を生み出しました。レジャー産業や飲食
業を含めたホスピタリティー業は、ハワイ
州内の雇用の19％を占めています。

ハワイの新型コロナウ
イルス感染状況です
が、5月に入ってから
は毎日数名の新規感染
にとどまり、終息に向
かっているように見え
ます。この状況が継続
されれば、現況の「自
宅待機と在宅勤務：
Stay at Home」か
ら、フェーズ２の「自
宅の方が安全で安心：
Safer at Home」へと
移行することが可能に
なります。当然、それ
なりの状況や条件はつ
くと思いますが、ビジ
ネス再開へ向けて発進
できるものと思いま
す。

Source: The Wall Street Journal, 
Pacific Business News
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未だに新型コロナウイルス感染症の拡
大が収まらない中、多くの州が独自の感
染防止対策を緩和し、経済再開へ動き出
しています。
米国では、全土に及ぶ政策の実施につ
いては連邦政府が管轄していますが、そ
れ以外のことに関しては何事も州政府が
管轄し、政策や対策を実施しています。
上の図は、5月21日現在の全米各州の感
染防止対策の実施状況です。
カリフォルニア州を中心とした西部３
州（オレゴン州とワシントン州）、
ニューヨーク州を中心とした北東部７州
（ニュージャージー州、コネチカット
州、ペンシルベニア州、デラウェア州、
ロードアイランド州及びマサチューセッ
ツ州）は、互いに連携を取りながら緩和
策へ動き出しています。
しかし、南部諸州はバラバラです。
ジョージア州などでは、アトランタ市な
どの首長たち（民主党）が実施している
政策とは異なる、唐突な緩和策を州知事
（共和党）が発表し、物議を醸しまし
た。これらの州では政治色が出ることも
あり、感染者は未だに減少していませ
ん。

米国州別のコロナウイルス感染後の経済再開マップ

Source: The Wall Street Journal
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5月5日： イゲ州知事は、ハワイ州緊急
事態法の第7次追加宣言（State Seventh 
Eme r g e n c y S u pp l emen t a r y  
Proclamation）を発表し、7日以降段階
的にリテールビジネスなどの再開を認め
ました。これにより、カウアイ島とハワ
イ島は7日から、マウイ島は11日から、
そしてオアフ島は15日から、現在の
「Stay-at-Home」条例から第2段階の
「Safer-at-Home」条例へと移行しま
す。

• ショッピングセンターとリテール　　　 
ショップ
• 非農業セクター、生花店など
• 自動車販売代理業務と洗車とワックス
サービス
• 天文台
• ペットグルーミング
サービス
• ヘルスケアや介護ビジ
ネスなど
• 以前、必要不可欠な業
務と見なされなかった
非営利業務
• 修理業務 ( r e p a i r 
services: サーフボード
の修理を含む)
ショッピングモールなど
の再開は、モール運営者
とテナントの準備の兼ね
合いや、モールの警備部
門がソーシャル・ディスタ
ンシング（人との社会的距
離）とマスク着用などの遵守
に責任を負うことから、どの
店舗がいつ再開するかは未定です。
この第2段階に含まれないビジネスは、

• バー
• レストランの店内営業
• リテールショップの店内営業
• モールのフードコート
• 遊戯施設
• 教会
など、日本で「３密」と呼ばれている業
態です。
5月12日：ホノルルのカルドウェル市
長は、15日の金曜日からオアフ島の
ショッピングセンターの営業を再開でき
る緩和策を発令しました。ただモールに
よって、どの店が再開されるかは異なり
ます。

例えば、アラモアナ・ショッピングセン
ター（Ala Moana SC）は以前と同様に
年中無休で再開しましたが、営業を確認
できたのは、従来からオープンしている
スーパーのフードランド・ファーム
（Food Land Farm）と薬局のロング
ス・ドラッグス（Longs Drugs）にレス
トランだけです。レストランはテイクア
ウトのみの営業です。
ワイキキのロイヤル・ハワイアンショッ
ピングセンター（Royal Hawaiian SC）
は、旗艦店であるブティックやギフト
ショップ、レストランなどが営業再開し
ていますが、リテールショップなどは予
約のみ、営業時間の短縮、消毒ジェルの
設置、マスク着用など、CDC（Centers 
for Disease Control and Prevention：

米国疾病予防管理センター）のガイドラ
インに則って営業しています。レストラ
ンはテイクアウトのみ、モール内のフー
ドコートは閉鎖しています。
5月15日：市長は、16日の土曜日から
オアフ島のビーチを解禁すると発表しま
した。以前から許可されていた水泳や
サーフィンに加えて、ビーチでの日光浴
や家族（1家族10名まで）の団欒につい
ても、ソーシャル・ディスタンシングを
維持する条件で可能になりました。時間
帯は、日の出の30分前から日の入りの
30分後までです。

州知事は、州内外からの訪問者に課して
いる滞在先での14日間の隔離と併せて、
第2段段階の「Safer-at-Home」条例を6
月30日まで延長すると発表しました。会
見で州知事は、「この期間に４島の市長
たちと、どのような基準であれば、中程

度のリスク業種とみなされているレスト
ランでの食事や理容室・美容室の営業を
再開できるか議論したい」と述べまし
た。また、感染リスクが大とされている
スパ、集会、コンサートなどに関しては
「現時点では、あくまでも家族単位の集
合体が最大限であり、CDCとの整合性も
考慮すれば、近い将来に可能なものでは
ない」と語りました。
5月22日： 新型コロナウイルス感染対
策として一時休業していた、NYに本店を
置く全国展開のデパートメントストアー
の大手メイシーズ（Macy’s）が、大手
チェーンの先頭を切って、ハワイの11店
舗全てで営業再開しました。
5月23日： 米国商務省経済分析局

（U.S. Department of 
Commerce, Bureau of 
Economic Analysis：
BEA）の発表によると、
新型コロナウイルス感染
拡大の影響により、4月の
全米の失業率は14.7%に
まで上がっています。ハ
ワイの失業率は、ネバダ
州 （ 娯 楽 産 業 ） の
28.2%、ミシガン州（自
動車産業）の22.7% に続
く22.3%で、全米で３番
目に高いことがわかりま
した。
4月の失業増加率が最も高

かった3州は、ネバダ州の
21.3%、ハワイ州の19.9%、

ミシガン州の18.4%でした。
新型コロナウイルス感染症が拡大する前
は、1月と2月は２.7%、3月は2.4%と、
ハワイの失業率は全米で最も低いもので
した。失業率を島別に見ると、最も高い
のはマウイ島の36.1%、次いでカウアイ
島の34.4%、ハワイ島の24.0%で、ホノ
ルルは20.0%でした。
5月25日： ハワイ州副知事で医師でも
あるジョン・グリーンは会見で、「今後
のコロナウイルス感染症対策の一環とし
て、国際線の再開の際には、乗客に対す
る感染予防テストと陰性証明の提出が必
要になるだろう」と述べ、「諸外国の中
で感染対策がしっかりしていた日本や
オーストラリア、ニュージーランドから
の観光客が優先されるだろう」と今後の
見通しを語りました。

(次ページへ続く)

段階的な経済再開へハワイも始動

The Signature Prime Steak & Seafood restaurant at the Ala Moana 
Hotel : Photo - Courtesy of Honolulu Star Advertiser



5月26日：州知事は、ホノルル市長の要請
を受けて、ミディアムリスク（中程度のリス
ク）と呼ばれるサービス業（personal 
service providers）に対して、CDC基準を
遵守し、ソーシャルディスタンシング
（social distancing）のガイドラインを守る
という条件で、29日の金曜日から営業再開
を許可しました。

それらは、
• 美容室 (hair salons) やネイルサロン (nail 
salons) や理容室 (barber shops)など：
5/29から
• 屋外での娯楽施設：ウォーターパーク、
キャンプ場、射撃＆アーチェリーレンジ
など、外での活動：5/29から
• 屋外での集会や会合 (10名以下：一家から
の10名ではなく)：5/29から 

また、6月からは、
• レストラン（店内営業）：6/5から
• ビジネスオフィスなど：6/5から
• 屋内の集会や会合（10名以下) ：6/5から
• ホノルル動物園 (Honolulu Zoo)など：
6/5から
• 映画館や美術館やジム (屋内) ：6/19から
　ゆっくりとしたペースですが、ハワイの新
型コロナウイルス感染症は確実に収束へ向
かっており、新しい日常生活（new 
normal）へ移りつつあります。

州知事は会見で、「3月中旬から実施してい
る州内移動（島間移動）に対する14日間の
隔離（自宅待機）政策を6月初旬に停止し、
国内外からの訪問客（観光客）を受け入れる
方向に切り替えて行く」と述べました。日米
間の往復が1日でも早く再開することを願う
ばかりです。

Source: Honolulu Star Advertiser, Hawaii 
News Now,  Pacific Business News
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1. 9. 　引き潮のアラモアナビーチパークでは、釣りを楽しむ人をよく見かけます。　2. アラモアナ・ショッピングセンターのパン屋さんが営業
を再開したので、張り切って沢山のパンを買いました。　3. 夫婦で散歩に出掛けた時の写真。二人ともよく日焼けしています。　4. 自炊をする日
が増えました。この日はサバのグリルのトマト野菜ソースがけ。　5. 来年完成予定のコンドミニアム、セントラルアラモアナの工事現場。　6. 鳥
たちもソーシャルディスタンス？　 7. アラモアナ・ショッピングセンターで唯一、長蛇の列のアップルストアでは、検温も行っていたようです。　
8. 鴨の夫婦に出会うことはよくありますが、親子揃った可愛い光景に思わずカメラを向けました。　10. ハワイでは、医療従事者の方々に感謝の
気持ちを表する意味で米空軍チーム・ヒッカムによる表敬飛行が行われました。オアフ島の西のクイーンズホスピタル第二病院の上空から始ま
り、カウアイ島、モロカイ島、ハワイ島、マウイ島の医療機関の上空を飛びました。表敬飛行はハワイだけでなく、アメリカ各地で空軍により行
われたようです。
編集後記： 5月に入り、ようやく散歩やウォータースポーツを楽しむ人が増えてきました。ハワイの不動産業界では、実際に内見が
難しいケースに対応するため、案内のツールとして3Dスキャンカメラを使った立体画
像を提供する機会が急増しています。オープンハウスなども一般公開が規制されてお
り、ZoomやFace Bookを通して内見できる仕組みが整ってきました。米国の住宅ロー
ン金利（居住者専用の30年固定タイプ）は、米国史上最低値の2.65%を記録しまし
た。コロナウイルスの感染第二波が心配される先行き不透明な年ではありますが、今で
きること、楽しめることにフォーカスして前向きに進んで行きたいと思います。ハワイ
でお会いできることを楽しみにお待ちしながら、1日も早く事態が収束することを祈っ
ております。


