
2022 年新たな年を迎え、コロナ渦も 3 年目に入りました。この 2 年を振り返りますと、ニューヨークだけでなく、世界中が COVID-19
に揺れた 2020-21 あったといえましょう。まだまだ過去として語れるものとはいえず、今なお各地で現在進行形です。ここでは、2020
年の 3 月からのニューヨークの世情と街角の状況について、自分の体験や見聞きしたことなどを綴りたいと思います。

 

図 1は、ニューヨーク州の感染数の時間的な推移のグラフです。このグラフをたどりながら時系列に出来事を追ってまいりましょう。

1：ニューヨーク市のロックダウン（2020 年３月）

この頃はロックダウンと言っても、長くても数週間の事だろうと高を括っていました。レストランならびにオフィスの全面的なクローズに
伴い、マンハッタンはほぼ無人となりました。ホームレスとそれを監視するポリスしかいないといわれるようになり、本当にどのビルも真っ
暗で、まるで映画撮影のためのセットの町のような雰囲気になりました。摩天楼と言われるビルのどれもが人気（ひとけ）が一切ない
のです。通常なら車でぎっしりの各アベニューにおいても、ゆっくりと歩いて横断が出来るほどで、まるで歩行者天国のようでした。

マンハッタンはオフィス街でもあり同時に居住区でもあります。居住者のうち富裕層の住人はみな郊外に逃げ出していき、ニューヨーク
州のWestchester 郡やコネチカット州・ニュージャージ州へ分散したといわれています。Westchester 郡の我が家の近くでも、たまたま
家を手放す人がいましたが、交通整理が必要なほど見学が集まり、その関心の高さと高騰ぶりが実感できました。良い学区として有
名なスカースデールのハイスクールでは 9 月からの新学期にマンハッタンのプライベートスクールからの転校生が 50 人いたと聞きました。
それくらい居住地域としてのマンハッタンは敬遠されたといえましょう。

また、ロックダウンに伴いレストラン従業員が大量に解雇されました。解雇であれば失業保険がおります。中小企業やレストランには、
「Paycheck Protection Program：PPP（給与保証プログラム）」により、まず融資が始まり、その後一定の基準をクリアすると返済免
除になりました。この PPP は非営利団体の私たちも対象であり、応募をしましたが、融資決定から実行そして返済免除に至るまで、
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すべて Web サイトでの受付や結果表示であり、融資の手続きのための外出などできなかったので，非常に助かりました。そういった
救済プログラムが開始されましたが、相当数のレストランが閉店し、現状でもまだ歯抜けになっています。一大エンターテイメント産業
であるメトロポリタン・オペラの歌手・演奏家およびブロードウェイ・ミュージカルの俳優・舞台の裏方の方々が，おおむね解雇となり
ました。こういう混乱の中、私は 57 丁目にあるオフィスに出社することもありましたが、ガランとしたマンハッタンを見るたびに、「この
光景は本当に元に戻るのだろうか？　マンハッタンは死に絶えてしまうのではないか？」と思いました。そして、少し前まで当たり前であっ
た喧騒と賑やかさが同居したマンハッタンが懐かしく思え、悲しくなってしまいました。

2：医療崩壊が叫ばれる（2020 年４月）

急激な感染者の増加に伴い、病室の不足や医療従事者の不足のいわゆる「医療崩壊」を危ぶむ声が叫ばれるようになりました。実態
もひどい状況で、日本からお見舞いの電子メールを本当にたくさんいただきました。「自分が生まれ育ったニューヨークの惨状を見るに
忍びない」、「学生時代を過ごしたマンハッタンが変わり果てた姿になってしまった」といった声でした。この時は、世界中でニューヨー
クが最も過酷な COVID-19 の火中であったと思います。

３：医療従事者へのお弁当プログラム開始（2020 年５月）

日本クラブおよび JCCI は、３月のロックダウンを契機にオフィ
スクローズしました。ニューヨークに深刻な状況が続く中、私
たちにできることはないか？と考え、日々過酷な状況下で働い
ている医療従事者の皆様に無償でお弁当を差し入れするプロ
ジェクト「Let's Support COVID-19 Fighters! 〜NYの医療チー
ムへお弁当を届けよう」を会員企業へ提案をしました。これは、
1995 年の阪神・淡路大震災の時，私が行った兵庫県庁への
携帯電話臨時基地局の設置プロジェクトの経験からヒントを得
たものです。このプロジェクトは大震災発生直後、膨大な携帯
電話トラヒックを少しでも解消するために実施したもので、私
は当時 NTTドコモの設備部所属でした。40 人ほどの建設部
隊のリーダーとして現地入りした時に、最初に行ったことが部
隊とともにたくさんのお弁当を当時のドコモ神戸支店へ届ける
ことでした。大量のお弁当を運搬しながら、生きているという
ことは食べることである、と改めて実感しました。実際、それ
からの数日間は私たちもそのお弁当にお世話になったのです。

今回も、米国日本人医師会から「全米から応援に来ている若
いインターンがろくな食事をしていない」と聞き、しっかりし
た食事をとらなければ医療活動を継続できないだろうと考えま
した。日本クラブとJCCI が懸け橋となり、日系企業からの寄
付と米国日本人医師会からのご協力を得て、フロントラインで
命をかけて新型コロナウィルスと戦っている医療従事者の方々
へ、継続的に日本クラブのキッチンで作成したお弁当の差し入
れを行いました。
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2020 年 5 月７日から週 1 回、130 個のお弁当を病院へ運び入れました。提供先は、Mount Sinai Hospital、Albert Einstein 
Montefiore Medical Center、Columbia Presbyterian Hospitalなど、ニューヨーク市内の病院から始め、マンハッタン周辺の14 か所
の病院に提供を拡大しました。これは大きな反響をよび、広く個人からのご寄付もいただきましたし、Spectrum News NY1やテレビジャ
パンからの取材も受けることになりました。また、その功績が認められ、2020 年の天皇誕生日に在ニューヨーク総領事館から、在外
公館表彰をいただきました。2021 年 12 月末で合計 12,520 個のお弁当を提供し、現在もプロジェクトは継続中です。

4：職場や学校でのリモート本格化（2020 年 6 月）

現在は世界中で大いにリモート会議は活躍していると思いますが、電話会議などの普及度も高いアメリカでは、比較的ロックダウン初
期から普通に使われていたと思います。特に、シリコンバレーを中心とした西海岸では、ルート101（シリコンバレーの幹線道路）な
どの渋滞を避けるため、かなり普及度が高かったことも幸いしたと思います。マンハッタンはオフィス出社文化ですので、やはりIn-
Personでの打ち合わせを大切にしていましたが、如何せんロックダウンでは会って話すわけにもいきませんので、皆自宅からのリモー
ト参加となりました。

我が家の場合、家族 3人の独立したリモート会議の場所には困り、朝にはお互いのリモート会議がいつあるか、それはどこでやるか、な
どの確認が必要でした。学校は悲惨なもので、妻は日系幼稚園の教諭ですが、担任である2 歳児クラス相手のリモート会議をどうする
かに頭を悩ませておりました。実際には、親御さんにそばについてもらいながら園児とのリモート授業を実施しました。長くなると注意散
漫になるので、30-45 分が限界でしたが、一体感を醸成できていたと思います。それでも後半には画面から消える園児もいました。読み
聞かせのビデオ作製は夫婦での共同作業となり、編集から照明まで手作りの涙ぐましい努力となりました。大学では全部がオンライン受
講となったのですが、それにより（リアルな授業の受講ではないために）留学生ビザが更新できず帰国したり、卒業をあきらめざるを得
ないなどの事態が出てきました。その後是正はされましたが、そういった制度上の食い違いはいろいろなところで出ていたようです。

また、IRS への税金の申告・市町村への申請や支払・銀行というのはオンライン化していましたので、不便は感じませんでしたが、や
はり食料品などの買い物は皆困り果て、トイレットペーパーやペーパータオルがスーパーから消えるという騒ぎはありました。また、ソー
シャル・ディスタンスを守るための入場制限によりスーパーには長蛇の列ができ、土日はこの列に並んでいるだけで 1 時間から1 時間半
を費やしました。Amazon などでのオンラインの買い物が異常に多くなり、走り回っている車は FedEx や郵便局の車ばかりでしたし、
マンハッタンや郊外の家のリサイクルごみ収集時は、オンラインオーダーの残骸のダンボール箱があふれているという光景が至る所で見
られました。

5：大統領選（2020 年11月）

一言で言えば、良くこの COVID-19 のパンデミック下で実施できたと思います。郵便投票が普及したことで、例年よりも投票率が高くなっ
たといわれており、今回は不可能でしたが、ネット投票の要望が多かったように思います。マンハッタンの 5 番街にあるトランプタワー
の警備は相変わらず厳重でしたが、トランプ元大統領はブッシュ以来 28 年ぶりに落選した現職の大統領となりました。その後トラン
プ支持者が議会に侵入して占拠する騒ぎが発生し、こんな暴挙がアメリカであるのかと驚きました。

6：カウントダウン（2020 年12 月〜 2021年１月）

伝統のニューヨークのカウントダウンは完全に無観客で実施されました。常にテレビ中継でしか見ていない私個人の立場からですとほと
んど変わりはありませんでしたが、前の晩から沿道に並ぶという群衆は皆無でしたし、それを規制するおびただしいパトカーやポリス
といった年末恒例の光景はありませんでした。11 月のサンクスギビング恒例のパレードも同様で、全くの無観客で実施されました。



7：スーパーボウル（2021年２月）

アメリカンフットボールは常に無観客で試合が行われており、それでも選手やチーム関係者に陽性が出ると突然の中止という状況を繰
り返していました（バスケットボールも同様）。第 55 回スーパーボウルは、2 月7 日にフロリダ州タンパで開催されました。NFL のシー
ズン王者を決める試合ですが、タンパベイ・バッカニアーズとカンザスシティ・チーフスが対戦し、31 対 9 で名 QB（クオーターバック）
のトム・ブレイディ移籍直後のタンパベイ・バッカニアーズがカンザスシティ・チーフスを破りました。入場者はスタジアム定員の 30％で
ある22,000 人に制限され、ワクチン接種済の医療従事者が招待されました。

フロントラインで日々危険な医療に従事されていた方々にとっては、本当に報いられたイベントだったと思います。ハーフタイム・ショウ
はザ・ウイークエンドがパフォーマンスを行いましたが、大勢のダンスの人員配置などは一定間隔がキープできるように工夫されたもの
でした。ブランド価値としてはオリンピックやワールドカップと匹敵すると言われるスーパーカップも無事に開催することが出来ました。

8：ワクチン接種本格開始（2021年３月）

日本でも大混乱だったようですが、アメリカでも当初は大混乱でした。受け付けはすべてイ
ンターネット経由でした。朝早くに追加予約が入るので、毎朝 5 時頃から予約ホームページ
をリロードしていました。我が家も最初は車で 3 時間のアップステートの会場の予約が取れ
たのですが、毎日予約を繰り返していくと、次はマンハッタンの会場が取れ、最後は近所の
CVS での接種にたどり着きました。

氏名や SSN などを入れて予約が完了すると予約完了メールが来るというものでしたが、予
約時間に CVS に行ってみると、該当の予約が先方の台帳のようなものになかったのですが、
そこはおおらかで予約完了メールを見せるとすんなりと接種してくれました。州政府が主導で
進めており、ワクチンの入荷量に違いがあるのでしょう。ニューヨーク周辺というと、コネチカッ
ト州がワクチン量に一番ゆとりがあって、次がニューヨーク州で、そこからハドソン川を渡っ
ただけのニュージャージ州が一番進み具合が遅かったというアンバランスでした。

ワクチン接種が進むと「NYエクセルシオール」というスマホアプリが配布されて、これに最終接種日と SSN や DOB を入れるとデー
タベースと照合して、ワクチン証明書として使えます。接種証明書を持ち歩かなくても、アプリを開くとQRコードが出てきて、それを
レストランなどではかざして見せる（顔写真付きのID は必要）というものです。勿論違う州へ行っても有効です。このあたりのデータベー
ス化の速さはなかなかのものだなと感心しておりました。

また、CVS をはじめとして、あらゆるドラッグストアやデパートそして空港や駅などを使って、あっという間に 50％を超すワクチン接種
浸透率を達成したのは、さすがの行動力と感じました。もっとも、その後はなかなか上昇せず、懸賞金を付けたり、ハンバーガーを提
供したりして底上げを狙っていくのもいかにもアメリカらしい光景でした。最近は義務化を進めるためにワクチン接種はいささか政治問
題化しています。

9：メトロポリタン・オペラ・オーケストラの音楽家援助のために
　　プライベートコンサートを実施（2021年６月）　

日本クラブおよび JCCI では、1 年間解雇が続いているメトロポリタン・オペラ・オーケストラの団員をサポートし、演奏の機会を作っ
て欲しいという日本人ハープ奏者の安楽（あんらく）真理子さんの呼びかけに応えて、6 月にサマーフェスティバルとして、支援のコンサー
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トを開催しました。まさにこの頃はバイデン新大統領も「マスクを外そう！」と呼びかけ、久しぶりに日常に戻ったことを喜び合うとい
う状況でした。我々もニューヨークReopen の象徴と考えて、このチャリティーコンサートをワクチン接種済みであることを条件に In-
Person イベントとして企画しました。私も明るい気持ちで司会進行を致しました。しかし、会場のキャパシティーの 50％以下に制限し、
かつ着席としてソシアルディスタンス（6 フィート）とまではいかないまでも、間隔を置いての席配置でした。日本からの企業出向者の方々
は、赴任されてからオフィスに行けず、ホテルやアパートでの隔離生活のような形が一年続いていましたので、きっと解放感を味わわ
れたことと思います。

  

10：デルタ型の蔓延で高齢者などへブースターショット開始
　　　ニューヨーク市レストランでのインドア利用にワクチン証明と Photo ID を必須
　　　（2021年９月）

上記のような明るい解放感は長続きせず、変異種の流行により「ブレークスルー感染」が報告されるようになると、マンハッタンでも一
度外したマスクを再着用する動きが進みました。ご存じの方も多いと思いますが、世界中で最もマスクが嫌いなのはアメリカ人ではない
かと思われ、その彼らにおいても、このブレークスルー感染などは恐怖らしく、皆さん律儀にマスク着用をしています。

建物やお店も「マスク着用！」と強くは書かれていませんが、「着用を奨励します」というレベルでの要望です。そしてついに、9 月にニュー
ヨーク市レストランでのインドア利用に「ワクチン証明と Photo ID を必須とする」、という決まりになりました。カジュアルなレストラン
でもきっちりと提示を求められます。関係者からは「お客さんには州政府のインスペクターが紛れ込んでいるかもしれないし、ずさんな
管理を見つかればもちろん営業停止になるから、レストランも真剣です」とお聞きしました。

11：日本往復を経験（2021年９月）

このような中で身内に不幸があり、日米を往復することになりました。JFK 空港から出発のための 72 時間前の PCR 検査から始まり、
羽田空港に到着後の PCR 検査、そして自主隔離を遵守していることを証明するためのアプリの導入などで 1 時間半近くかかって羽田
空港を離れることが出来ました。その後の 2 週間は、ランダムに要求がくる位置情報確認とTV 電話型の自分と背景を撮影する居場
所のチェック、そして健康状態確認が毎日ありました。コンビニなどへの買い物は可能でしたが、出かけるとたちどころに「誓約書違
反です。直ちに待機場所へお戻りください！」という大きなアラームがスマホのアプリから出ます。 1 回だけでしたが慌てて実家に戻
りました。

日本からアメリカへの入国は 72 時間前の PCR 検査と誓約書サインだけであり、これを羽田でのチェックインの時に提示するだけで、

サマーフェスティバル「メトロポリタン・オペラ・オーケストラの音楽家を応援しよう！」



実際のアメリカ入国時には何の検査も書類提示もありませんでした。私は結局自己隔離期間終了後３日間しか自由行動期間はありませ
んでした。

まとめとして、COVID-19 によりアメリカで何が進んだかというと、やはりワークフロムホームであり、それに付随するリモート会議シス
テムや DX 化でしょう。現状でもマンハッタンの米系企業も日系企業もワークフロムホームを続けており、2022 年にも継続されるでしょ
うし、そもそも、「人が来ないことを前提」としてオフィスを縮小しているところもあります。マンハッタンへの通勤の列車は明らかに空
いており、今までは朝の７時くらいには一杯になる最寄り駅のパーキングは、朝遅くても十分駐車できます。

対人の仕事は避けられているのか、マンハッタンのレストランのウェイターはかなりの高給でも雇用できないようで、結果として人件費が
高騰しています。MOMA（ニューヨーク近代美術館）も、ハイラインもすべて予約制であり、密を避ける工夫がされています。

2021 年のホリデーシーズンには、メトロポリタン・オペラもブロードウエイのミュージカルも開演し、街はホリデーイルミネーションに彩
られ、再び活気を取り戻しつつありましたが、オミクロン株の影響もあり、ミュージカルで劇場関係者に陽性が出て、劇場閉鎖というニュー
スもありました。このような新種の爆弾を抱えながら、少しづつ前へ進んで行くのだろうと思います。ロックダウン直後の状況と比べると、
はるかにそれらしいニューヨークが戻ってきていますが、やはり内包した問題は大きいと考えられます。それらを解決して前進に導くも
のが IT なのか、何なのか、興味深く見つめていきたいと思います。

最後に、日本クラブとしても徐々にイベントのハイブリッド化を進めていきながら、In-Person の比率を上げることを目指していこうとし
ています。また、ウェビナースタイルのセミナーはどこからでも参加できて便利ですし、講演会の形式の一つとして今後も活用したいと
思います。全体としては、レストランや部屋の利用なども本格化し、カルチャー講座の対面クラスも再開し、徐々に元の姿を取り戻し
ています。まだまだ先が読めない状況ではありますが、今できる最善なことを実行していきたいと思います。

※本稿は、一般社団法人電気通信協会の機関紙「電気通信 2022, Jan」へ寄稿した原稿を、クラブニュース用に編集したものです。


