October, 2020
Vol.8 No.86

HAWAIIMONTHLY

幻想的なカカアコ
の夜景。

ハワイの隔離免除プログラムが10月15日からスタート、
日本からの渡航は11月6日から対象に
早いもので、もう10月も終わりを迎え
ようとしています。先月と同様に、月ごと
の動向をまとめてお知らせしたかったの
で、遅れての発行となりましたことをお詫
びいたします。
オアフ島のロックダウンは9月24日に
解除され、その後は、４段階に分かれた新
しい緩和策（Honoluluʼs COVID-19
Recovery Framework）に基づいた対策
を取っています。
レベル１（Tier 1）の開始から4週間
が経ち、週ごとの新たな感染者数（New
cases reported per day in the City）が
平均100名を切っていることと、陽性率
（Percent of Positive Tests：Positive
Rate）が5％以内に抑えられていることを
踏まえて、次の段階へ移行しました。
デーヴィット・イゲ州知事の最終的な
承認が21日におりたことを受けて、ホノ

ルル市のカーク・カルドウェル市長は、レ
ベルー２（Tier 2）への移行を通知する条
例を22日に発行しました。
これにより、レベルー１では閉鎖され
ていたジムやフィットネスクラブなどは収
容能力の25％までの営業が許可され、観
光業の一環である釣りや遊覧などのコマー
シャル・レクリエーショナルボートは定員
の25％まで、空からの観光のヘリコプ
ターは定員の50％までの営業が許可され
ました。屋外では5名から10名までに人数
が増えましたが、集団の場合は外でもマス
ク着用であることや、バケーションレンタ
ルの再開許可が出た以外は、レベルー１と
大きな違いはありませんし、前回のロック
ダウン後に経済再開を急ぎすぎて失敗した
経験があるので、今回はかなり慎重に進め
ています。
また米国内では、現在は南部から中西
部や山岳地帯へ感染が広がっているようで

す。27日の段階で一日の感染者は9万人を
超え、爆発的だった3〜4月のニューヨー
クを中心にした東部地域の状況を大きく上
回る状態になり、24州で新規感染者数が
増加しています。
10月のトピックは、延期の連続（8月1
日、9月1日、10月1日）だった州外から
の来訪者の隔離免除プログラム（Hawaii
Pre-Travel Testing Program）が15日か
ら開始されたことです。このプログラム
は、ハワイ到着の72時間前以内に指定の
検査所などでPCR検査を受けて陰性反応
の証明書を持参すれば、ハワイで実施して
いる14日間の滞在先（ハワイ居住者は自
宅、訪問客はホテルなどの宿泊先）での自
主隔離を免除される条例です。
自主隔離は3月のロックダウン後に設
定され、ハワイに帰省あるいは訪問した
（次ページに続く）
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人には例外なく適用されました。こ
の間、条例を甘く見ていた本土からの観
光客は──数百人に上るでしょうか──
警察に逮捕され強制送還されるケースの
ほかに、罰金や禁固刑
を課せられたケースも
ありました。日本から
渡航する際の問題点
は、隔離日数の2週間
は滞在日数よりも長い
ので「隔離されたら予
定通りには帰れない」
こと、さらに「帰国後
に2週間の自主隔離が
待っている」ことの２
点でした。
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いるホテルは50％前後と聞いていま
す。
一方、ハワイが最も熱望していた海
外からの渡航も、11月6日からいよいよ
再開する予定です。日本政府が数ヶ月前

待ちに待った隔離免
除プログラムですが、
現在の対象は米国内、
つまり本土からの訪問
客に限られています。
また、ホノルルから州
内の他島への旅行で
は、それぞれの渡航地
で２次検査が行われま
す。
ハワイ州政府観光局（The Hawaii
Tourism Authority）によると、1週目
は27,028名、2週目は25％減の20,188
名がハワイを訪問したそうです。これを
1日平均にすると、1週目は3,860名、2
週目は2,884名になります。コロナ禍以
前は1日平均で35,000名が来訪してい
た状況と比べると、わずか10％程度の
稼働率です。ワイキキで営業を再開して

から交渉中であることを公表している
12カ国と地域の中には、アメリカで唯
一、ハワイが含まれています。しかし7
月以降、ハワイの2次感染拡大と日本の
感染者数増加などの理由から、交渉が中
断していました。
コロナ禍以前の日本からハワイへの
ラブコールは熱烈で、テレビで見かける
ハワイの映像は大量だったことを覚えて
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います。しかしそれ以上に、ハワイと日
本の間には、ハワイの歴史や日系移民に
よって作られた文化的背景なども含め
て、とても縁の深いものがあります。特
にホノルルのワイキキは、日本人観光客
で持っていたと言えるような部分もあり
ます。2019年にはハワ
イへの訪問客が1,000
万人の大台を超えまし
たが、日本からは160
万人が訪れ、6人に1人
が日本人という状況で
した。日本からハワイ
への投資の90％がホノ
ルル市に集中している
こともあり、ハワイ
は、観光業復活の救世
主になることを日本に
期待しているようで
す。
海外からの渡航の再開
は、日本側は全日空
（ANA）と日本航空
（JAL）、アメリカ側
はハワイアン航空が就
航する予定ですが、週
何便になるかなどの詳
細はまだ発表されてい
ません。年末や12月の運
行は11月よりも便数が増加すると思い
ますが、米国の他の航空会社の就航再開
や便数の増加は年始からと予想していま
す。ともあれ、クリスマスやお正月にな
んとか間に合ったことを、良しとしなけ
ればなりません。
Source: Honolulu Star ,Advertiser、
Hawaii 5-0 Properties, Inc.
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新型コロナウイルス禍における８つの不動産トレンド

新型コロナウイルス（COVID-19）の
世界的な大流行により、米国の中でも様々
な動きが見られます。今月開催された
ULI（Urban Land Institute：アーバンラ
ンド研究所＝非営利の教育研究機関）の秋
のバーチュアル・カンファレンスでは、い
くつかのハウジングトレンドの中でその動
きが加速されるものと止まるもの、
「ニューノーマル」と言われる新しい基準
の中で大きく変わっていくものなどが発表
されました。

具体的には、今回のパンデミック以前
からミレニアル世代が先導してきた都市か
ら郊外への動きがCOVID-19禍で加速され
たこと、アパートなどのマルチファミリー
向けのデベロッパーは顧客をアメニティー
で呼び寄せることをやめたこと、ハウジン
グトレンドはヘルス（心身の健康）とウェ
ルネス（健康的な生活）が重要視されてい
ることなどです。
「パンデミックのように世界的に大流
行する時期には、何かしら新しいチャンス
が生まれるものだ」とULIグローバルの
CEOであるエド・ウォルター氏は述べ、
「COVID-19の影響により、通勤という今
までの概念からリモートワーク（remote
work：在宅勤務）というパターンに移行
し始めており、それが人口動態にも影響を
及ぼしている。郊外がさらに注目され、成
長していくだろう。また都市部も近い将
来、パブリックスペース（public realm：
公共の場）の新しい在り方や、パンデミッ
クなどにも対応可能な建物（assets：資
産）を作り出すだろう。特にリテール（小
売）業界は、パンデミック以前から売り上
げが鈍化していたこともあり、ニューノー
マルの時代に、どのような提案あるいは展
開をしていくのか楽しみでもある」と展望
しています。
ULIは「2021年の不動産業の大きなト
レンド」というレポートを発表しました。
その中から、転換点となる大きな８つのポ
イントを見てみましょう。
1. 小さなオフィス (Smaller
Offices)：不動産業関係者の94％が「今
後、何らかのリモートワークを会社が受け
入れる」とアンケートに回答していること
から、オフィスの需要にも影響が出るだろ
うと予測しています。その反面、回答者の
60％は「今後、オフィスの需要が高まる
のでは」と見ています。オフィス勤務にな
れば、「三密を考慮した広いスペース」や
「安心して業務に集中出来るように人との

距離、ソーシャルディスタンシングを考慮
しなければならない」ので、「従来の勤務
形態ではスペースが足りなくなる」と回答
しています。これは業務の推進だけでな
く、会社のブランド力を外部に知らしめる
という意味でも大きな要素になります。勤
務地は本社だけという従来の一局型から、
本社機能を分散あるいは縮小して郊外など
にサテライトを設ける分散型になるのでは
ないか、と予測しています。
2. 南への大移動 (Exodus to the
South)：パンデミック禍における民族大
移動ではないですが、物価や住宅価格が安
くて気候が暖かい南部への移動が顕著に見
られます。南部はニューヨークやシカゴな
どの大都市のように人が密集しておらず、
都市部や郊外でも人口密度が低いのです。
若いミレニアル世代が結婚して家族を育て
る上で好まれている地域であり、これまで
にも動きはありましたが、この傾向は今回
の件で加速しています。

3.
都市部の復活
(Urban
Comeback)：米国では、その地域の玄関
口あるいは入り口になる都市のことを
「ゲートウェイシティー（Gateway
Cities）」と呼びます。太平洋側の西部カ
リフォルニア州では、北にあるサンフラン
シスコや南のロサンゼルスを、東部では
ニューヨークやボストン、首都のワシント
ンDCなどを指します。今回のCOVID-19
の影響により、それらの都市の成長がパン
デミック以前の状況に戻るまでには、今後
3〜5年はかかるかもしれません。しか
し、それらの都市は新しく生まれ変わり、
ビジネスのハブとして再び戻ってくると思
われます。それは、金融、テクノロジー、
エンターテイメントや教育など、他の都市
にはない全体的な影響力がそれらの都市に
はあるからです。今後は都市部の郊外など
に、これまでよりももっとアウトドアの活
動ができる施設や設備などを備えて、移住
者を引き寄せるだろうと予測しています。
4. リテール店舗の閉鎖 (Retail
Vacancies)：時の流れとも言えますが、
ディスカウントストアやオンラインストア
が増えた今日では、従来型のリテール
チェーン店の必要性は確実に減少していま
す。アンケート回答者の80％は、
COVID-19以前から始まっていたオンライ
ン消費の流れが、このパンデミック禍で
「一挙に加速された」と見ています。業界
の専門家は、「小さなリテールショップは
継続するが、占有面積の大きなチェーン店
は従業員の配置転換を進め、オンライン

セールスを推進する中でショッピングモー
ルやセンターなどの空室率が上がり、結果
としてレント（rent：賃料）が減少するの
ではないか」と分析しています。さらにレ
ポートでは、「トップブランドはこの機会
を逃さず、店舗の統廃合やアップグレード
などを進め、理想的な住宅エリアで新規
オープンを目指すだろう。オーナー側も空
室を減らすために、モール内のさらに良い
場所へ店舗を移動したり、大きなスペース
を埋めるために、オンラインリテール市場
の占有率が40％近いアマゾンなどのディ
ストリビューションセンターとして活用す
ることもあるだろう」と指摘しています。
「実際に、それらの交渉は行われている」
と、ウォールストリート・ジャーナル紙で
も報道しています。
5. 州や自治体の対応が必要なもの
(State and Local fiscal Issues)：今
後、全米各地の地方自治体が直面する大き
な問題は、自治体の主な財源になる固定資
産税や法人税の徴収です。特に、リゾート
地や観光地などのホテルやショッピングセ
ンター、飲食店などの飲食業や観光業は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
のロックダウンで稼働できずに大打撃を受
けたため、税収が大幅に減少することで
す。税収が減少すれば、公共投資によるイ
ンフラ整備にも大きな影響が出ることにな
ります。これにより全米の65％以上の都
市で、公共投資の延期や中止が起きるで
しょう。
6. ビル内での健康度と安全性 (Safety
and Health Concerns in Buildings)：
回答者の82％が「不動産業の中で、今後
はヘルスとウェルネス、つまり健康に関わ
る要因への関心がさらに強くなる」と見て
おり、ホテルやオフィスビル、レストラン
などが例として挙げられています。今後
は、ドアなどに触れずに入室できる操作な
ど、テクノロジーを駆使した新しいサービ
スを提供するHVAC（Heating,
Ventilation, and Air Conditioning：暖
房、換気および空調＝空調工学）のインフ
ラやセンサーを活用して、ビル環境の安全
性だけでなく、清潔さや快適さなどもア
ピールするようになるでしょう。それらは
スマートホーム・テクノロジーとして発展
するので、洗面所やキッチンのタッチレス
水栓、モーションセンサーによる照明のオ
ンオフ、大きな窓による太陽光の取り入れ
（透明な太陽電池＝ソーラーパネルを窓に
貼り付けて発電する技術）、換気などが考
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7. 低所得者用住宅の新しい解決策 (New
Solutions for Affordable Housing)：米
国では、今回のパンデミックの影響で貧富の
差がさらに広がったと見られています。特に
低所得者層は、失業により収入がなくなり家
賃を支払えなくなったため、アパートからの
退去を求められることもありました。幸い退
去に関しては、ハワイも含めて法律や条例の
施行で借主が守られていますが、それも年内
までの期限です。失業保険は、各地方自治体
から給付されていますが最長6ヶ月です。今
回は、納税者一人当たりに政府からの補助金
が1,200ドル支給されました。前述のよう
に、税収が減れば公共福祉への投資も減るわ
けですが、新たな解決策として、低所得者層
へのタックスクレジットの普及や、商品券な
どの補助として活用できるバウチャー制度の
導入などを考えているようです。その他に
は、自治体内のゾーニング（zoning：目的
別地域指定）を改定し施設などの再利用を可
能にすることで、住宅供給を可能にする方法
などがあります。
8. ディバーシティーへの動き (Focus on
Diversity, Inclusion)：アンケート回答者
の70％は「人種間の貧富の差などの問題
は、不動産業界が率先してディバーシティー
（diversity：日本語ではダイバーシ
ティー）や公平性（equity）、平等性
（inclusion）などをプロモートできる」と
回答しています。これに関する努力は数ヶ月
前からスタートしており、仕事を遂行する過
程のジョブトレーニングや就職などのリク
ルーティングプログラムにおいて、マイノリ
ティーや低所得者層へのアプローチが始まっ
ています。
SOURCE: RELTOR.Mag., ULI

1. ダウンタウンの東に位置するイオラニ宮殿 (Iolani Palace) は現在閉鎖中です。 2. チャイナタウンのマーケットで弊社スタッフが見つ
けたはじかみ生姜。葉の付いた珍しい姿です。 3. 着々と工事が進んでいるセントラルアラモアナ (The Central Ala Moana)。2021年に
完成予定です。 4. 散歩中にアラモアナビーチパークで見かけたオレンジの旗とクラゲ要注意の標識。これを見かけた日は海に入らない
方が安全です。 5. ハワードヒューズ社のホリデーデコレーション。 6. イオラニ宮殿の向かい側に建っているカメハメハ大王像 (King
Kamehameha Statue) と「アリイオラニ・ハレ (Aliʼiolani Hale)」と呼ばれる宮殿は、現在はハワイ州の最高裁判所として使用されてい
ます。 7. 2021年に完成予定のアズーレ (Azure Ala Moana) も、セントラルアラモアナ同様に外観が仕上がりつつあります。左側、屋
上にクレーンが見えるのはセントラルアラモアナ。 8.. バナナブレッド (Banana Bread) を自宅で焼いてみました。 9. 夜のライトに照ら
されたイオラニ宮殿。 10. 今年のメイシーズ (Macyʼs) は、ハロウィーン (Halloween) とサンクスギビング（感謝祭: Thanksgiving）を
見越してクリスマス (Christmas) のディスプレイを仕立てています。
編集後記： 二度目のロックダウンが9月24日に解除され、テイクアウトやデリバリーが主流だった飲食店もようやく店内営業ができるよ
うになりました。10月15日からは事前テストプログラムが始まり、ハワイ州に到着する72時間前以
内に受けたPCR検査の陰性結果を持参すれば自主隔離が免除されるようになり、徐々に訪問者が増え
ています。残念ながら今年は、12月13日に開催予定だったホノルルマラソンの中止と延期の検討が発
表されましたが、1980年代から休眠していた長谷工による住宅建設プロジェクトがロイヤルクニア地
区において再始動するようです。これにより、211エーカーの土地に1,850戸の住宅が建築されます
（地元経済紙パシフィックビジネスニュースより）。

