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夕暮れ時の静かな
マジックアイラン
ド。

4段階の緩和策で段階的に社会・経済活動の再開へ
8月末に発行した前号から早くも1ヶ月
が経過しました。8月27日にオアフ島に
発令された２度目のロックダウンは、当
初2週間の予定で9月10日に解除の予定で
したが、感染拡大が収まらない状況のた
め、さらに2週間延長されて9月24日まで
となりました。

前半の2週間はオアフ島内の州並びに
市郡管轄の公園とビーチが閉鎖され、基
本的には3月と変わらない状況でした。後
半の2週間は多少緩和され、一人ならビー
チや公園などのジョギング、散歩、日光
浴が許可されました。ハイキングコース
も解放されましたが、一人（solo：ソ
ロ）という制限に多くの市民が反発し、
嘆願書が提出される事態になりました。
ハワイを含めアメリカでは、夫婦で行動
するケースがほとんどなので、「一人と
は何事か？」「もし、女性に何かあった
らどうするのか？」「家族の場合、子供
はどうするんだ？」などの抗議の声が殺
到したのです。

これを受けてカーク・カルドウェル
ホノルル市長は、2週間後に二人での行動
を認める修正案を発表しました。ビーチ
などを散歩しているとカップルで行動し
ている市民が多く、必要なら距離を取り
マスクを着用するなど、それぞれが自衛
策を講じており、この件に関しては机上
論の押し付けではないかと思いました。

Day Average）をセットで判断するもの
で、ハワイ州保健局とホノルル市が共同
で作成したものです。
新しい緩和策は、4つのフェーズから
構成されています。

昨日、24日の木曜日にロックダウンは
解除されました。カルドウェル市長は前

レベルー１：現在の感染状況です。前
回の反省から一度に緩和するのではな
く、多くの業種で段階的な緩和を目指し
ています。ビーチ、公園、キャンプやハ
イキング、あるいはレストランでの外食

新設されたタイムラインには、時間軸
としての期限はありません。日本でも使

例えば、ショッピングセンター、動物
園、リテール、教会、ボーリング場、映
画館、美術館、ジム、ゴルフ場、ウォー
ターパークなどは収容人数の50％まで許
可。ヘアサロンや理髪店は市が設定する

述の修正案に加えて、前回のロックダウ
ン解除後の早期緩和による2次感染拡大の
反省から、新たな4つのタイムラインを設
定した９ページからなる緩和策を記者会
見で発表しました。

われている１週間の平均感染者数（Case
Counts for 7 Day Average）と１週間
の検査陽性率（Testing Positivity for 7

など、屋内や屋外で活動する人数を最大5
人までとしています。

別基準に従って再開を許可。

（次ページに続く）
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（前ページから続く）
レストランは、収容人数の50％を上
限に店内営業を許可。ただし、テーブ
ル間の距離、ソーシャルディスタンシ
ングのほか、アルコール類の提供は午
後10時まで。
しかし、屋内のジム、バー、ナイト
クラブなどは引き続き閉鎖です。オ
フィスなどには在宅勤務の継続を要
望。止むを得ない業態の場合は、ソー

シャルディスタンシングや時間差出勤
などの勤務形態を取り入れることを指
示しています。
レベルー２： 1週間の平均感染者数
が50〜100人、１週間の検査陽性率が
2.5〜5%の場合です。ジムやフィット
ネスなど屋内の活動は、収容人数の
25％の制限で再開可能です。
レベルー３：平均感染者数が20〜
49人、検査陽性率が1〜2.49%の場合
です。ジムやフィットネスは収容人数
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の50％まで。屋内や屋外で活動する人
数を最大10人までとしています。

フ島の２度目のロックダウンにより10
月31日まで三度延期されました。

レベルー４：平均感染者数が20人以
下、検査陽性率が1％未満の場合です。
屋内のバーやナイトクラブはまだ閉
鎖、例え再開しても営業面の制約があ
ります。

ところが、23日にデーヴィッド・イ
ゲ ハワイ州知事は、ハワイ州に13番目
の緊急事態条例を発動し、州外からの
訪問客に対するPCR事前検査の実施を
発表しました。これにより、出発先で
72時間前にPCR検査を受けることを条
件に、オアフ島での14日間の（滞在先
や自宅での）隔離は免除になります
が、オアフ島からカウアイ島、ハワイ

この詳細な緩和策の背景には、ハワ
イの基幹産業の1つである観光業やレス
トラン業界団体からの強いアプローチ

があったことも見逃せません。
レストラン業界は「今後6ヶ月でハ
ワイ州のレストランの2/3が廃業へ追
い込まれ、従業員もさらにレイオフさ
れる」と、ホノルル市長に窮状を訴え
ていました。
ハワイ州が当初8月から予定してい
た、事前にPCR検査を受けることで14
日間の隔離を免除するプログラムは、2
次感染の拡大により9月1日、さらに10
月1日と二度も延期された上に、 オア

島、マウイ島への移動に関しては、各
郡の指針に従うことになります。
国内線は便数を減らして運航してい
るので増便を期待できますが、未だに
停止している国際線、特にハワイを訪
れる観光客数で圧倒的なシェアを占め
る日本からのフライトは、今後どうな
るのでしょうか。まずは、年内にフラ
イトが再開されることを切に願ってい
ます。
Source: Honolulu Star Advertiser
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コンドミニアムの販売状況は回復しつつあるが...

全米大手のアンケート調査会社ハリス
ポールが、4月下旬の緊急事態条例の期間
中に実施したアンケート調査によると、
都市に住む人の39％が、新型コロナウイ
ルス感染症防止の観点から、「生活の拠
点を人口密度の低い郊外に移したい」と
回答しており、他のメディアによる記事
などでも、同様な結果が見られました。
また、オンラインの金融、不動産、消
費者情報リサーチの大手、コアロジック
(CoreLogic) 社の調査では、「新型コロ

は、コンドミニアムは8％、戸建ては
5.5％、それぞれ前年同期を上回る状況で
した。
ところが、非常事態宣言が全米に出た
3月以降、住宅販売は大幅に減少、さらに
成約件数も減少し、5月は今までにない最
低値を記録しました。

戸建てよりもパンデミックの影響を受
けたコンドミニアムの市場は、販売が大
幅に減少しました。しかし、5月以降は戸
建てと同様に順調に回復しており、直近
の7月第２週までのレポートでは、前年比
で戸建てと同じ17％の増加を示していま
す。

特にコンドミニアムは、5月は前年比
で47％の減少を記録しました。戸建ても
減少しましたが、5月末の段階で最低値か

一方、コンドミニアムの在庫数
（inventory：販売可能な物件総数）は
ロックダウンの最中には50％ほどに減少

Difference in the share of selling below the asking price increases since the pandemic
(販売全体に占めるそれぞれの満額成約率の割合：戸建て-赤 コンドミニアム-青)

ナウイルス感染症拡大による3月のロック
ダウン以降、全米のコンドミニアム販売
は大きな影響を受けた」とレポートして
います。2019年が終わる頃までは、職住
近接や利便性などの点からコンドの販売
は好調で、戸建ての販売増加率よりも高
かったのですが、3月以降は正反対の動き
をしています。
ここ数年、戸建てとコンドミニアムの
販売状況はほぼ同じでしたが、2019年の
下半期から2020年の最初の10週間ほど

ら39％上昇しました。
前年の数値にはまだ追いつける状況で
はありませんが、「底」を記録してから
は、減少幅は小さくなっています。
成約件数は5月以降増加に転じ、戸建
て、コンドミニアムともに伸びており、6
月は前年を上回りました。米国では、成
約されてからエスクローに入り、平均で
45日から60日後に登記されます。そのた
め成約件数の伸びは、今後数カ月間の販
売戸数の増加を意味します。

しましたが、緩和後は市場に物件が戻
り、7月中旬には前年比で8％増加しまし
た。
価格帯別に新規販売物件を見ると、6
月は中間価格の2倍ほどの価格帯が一番多
く、前年比で16％増加しました。中間価
格かそれ以下の価格帯は、5％の増加にと
どまっています。また、この2つの間の価
格帯は、2％の増加でした。
(次ページに続く)
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販売価格に対する成約価格の割合（% of
Original Listing Price Received：成約価
格 販売価格）を見ると、パンデミック以
前の2年間は、季節的な要因などを含めて
平均すると、満額での成約率は戸建ての方
が6％ほど上回っていました。しかし、3月
からのコロナ禍でそのパターンは崩れ、戸
建ては5月末から持ち直しましたが、コン
ドは満額での成約率が戸建てに比べて11％
も下回りました。
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レポートでは、「この現象を〝コンドミ
ニアムの需要が落ちた〟と解釈するのは適
切ではなく、戸建ての在庫数が著しく減少
しているにもかかわらず需要が高いことか
ら、1つの物件に対して複数のオファーが
あり、その結果、満額での成約率が高くな
るのではないか」と解説しています。
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また、「パンデミックの影響を受けて、
消費者の住まいに関する好みが変化した」
とも指摘しています。職住近接などで人気
があったコンドミニアムですが、在宅勤務
が増える中、狭い空間での生活や住宅密度
などへの不安が顕在化し、広い空間の確保
と開放的な環境を求めて、郊外への移住が
すでに始まっているところもあります。
しかし価格が手頃なコンドミニアムは、
戸建てが必要ではない独身や若い世代、特
にマイホームを購入するミレニアル世代に
は好まれる傾向にあるので、新規販売物件
数の増加を期待しています。
Sources: REALTOR,Mag., CoreLogic
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1. 2. 夕暮れ時のマジックアイランドラグーン (Magic Island Lagoon)。雲ひとつない澄み切った青空が広がっていました。 3. アラモアナショッピ
ングセンターの山側に建設中のコンドミニアム「アズーレ (Azure)」は、あと1年で完成する予定です。外観が最上階まで仕上がると、いよいよラナイの
設置作業に入ります。 4. パイオニアサルーン (Pioneer Saloon) のリブアイステーキ (rib-eye steak) は、弊社スタッフお勧めのテイクアウト。この他
にもハリバット（オヒョウ：大型のカレイの仲間）のグリルやハンバーグ、コロッケ、チキンなどメニューが豊富で、いつもお客さんで賑わっていま
す。 5. 2024年に竣工予定のザ・レジデンスアットマンダリン・ホノルル (The Residences at Mandarin Honolulu) の最上階部の外観予定図。 6. ア
ラモアナビーチパーク (Ala Moana Beach Park) から眺めるワイキキ。 7. 10. オアフ島の西部ワイアナエ (Waianae) の沖では、野生のイルカと一緒
に水中遊泳をしたり、ウミガに遭遇することもあります。 8. 「トラストミー (Trust Me)」のキャッチコピーで有名な佐々船（ささぶね：Sasabune）
の新鮮なテイクアウトのお鮨。 9. 夕暮れ時にスタンドアップ・パドリング (stand up paddle boarding) を楽しむ人。
編集後記： 9月に入りましたが、ホノルルはまだしばらく暑い日が続きそうです。自主隔離

は、9月下旬にようやく解除されました。閉鎖されていたビーチパークは再び散歩できるよ
うになり、レストランも店内営業を再開しました。それでも地元民は、どちらかというとテ
イクアウトの方が主流のようです。デリバリーサービスを始めるレストランも増えてきまし
た。日本や米国本土の状況をニュースで見ると、ハワイは町全体が本調子ではないような雰
囲気ですが、他州から転居されてくるお客様をお手伝いする機会も増えてきました。オープ
ンハウスは、マスク着用で一度に5名までの内見ができるようになりました。

