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本研究は、2010 年に放送された大河ドラマ『龍馬伝』のもたらした観光への波及効果と観光形態のかか

わりについて、特に新しい観光形態として注目を集める「まち歩き」に注目しながら、長崎を訪れた観光客

を対象とするアンケート調査をとおして論じることを目的におこなった。 

その結果、『龍馬伝』を活かした取り組みのなかで、地域住民や観光客に長崎の地域資源に触れてもらう

「まち歩き」は着地型観光の有力な手法として、ドラマ放送の波及効果を持続的なものとしていく存在であ

ることが明らかになった。 
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1.1.1.1.はじめにはじめにはじめにはじめに    

観光客は観光の目的地を選ぶとき、ガイドブック、

パンフレット、インターネットなどさまざまな方法で

情報を手に入れることができる。中村哲氏も指摘する

ように、さまざまなメディアを通した情報発信が観光

客の動向に何らかの影響をもたらし、「実質的に観光

地のプロモーション」に大きくかかわっている
1)1)1)1)
。 

人気の高い映画やドラマの中で登場したロケ地は、

観光客の目的地の新しい選択肢となっていく。これら

の発信をとおして、「特定の地域に対するイメージが

変化し、結果的に観光客の誘客や地域イメージの向上、

その他のさまざまな効果」が生じる
2)2)2)2)
。テレビドラマ

や映画といった映像メディアは、直接観光に関する情

報を紹介するものではないが、撮影された場所や舞台

となった場所への観光行動の誘発に何らかの影響をお

よぼす。フィルム ・コミッションを組織する自治体や

観光協会等が相当数に上がっていることからも、観光

による地域活性化への期待の大きさがうかがえる。 

このような動きに対して、わが国において長年にわ

たり大きな影響を与えてきた存在に、NHK 大河ドラ

マがある。1963年に第1作目が放送されて以来、その

舞台となった地域は、放送期間とその前後はとくに観

光客の増加が見込まれることから、自治体や民間団体

といった立場を超えた誘致運動が繰り広げられてきた。

近年では、着地型観光と結びついた波及効果として、

まち歩き観光や観光ボランティアガイドの誕生も脚光

を浴びている
3)3)3)3)
。大河ドラマは、原則として年間を通

じて一作品が放送されるため、長期にわたり視聴者が

登場人物やゆかりのある地域に注目することになる。

そのため、放送の回数を重ねるとともに、ドラマの舞

台となっている地域を訪れる観光客が増加し、関連商

品などの販売も充実していく性質を有しているのであ

る
4444))))
。 

そこで本稿では、2010 年に放送された大河ドラマ

『龍馬伝』を取り上げ、大河ドラマのもたらした観光

への波及効果と観光形態のかかわりについて、ドラマ

の舞台となった長崎を訪れた観光客を対象とするアン

ケート調査をとおして論じることを目的とする。特に、

着地型観光の一形態として脚光を浴びるものの一つに

「まち歩き」がある。実際に『龍馬伝』の放送をきっ

かけにして、新たなコースの開発と新たなテーマの設

定が進んでいる。そこで大河ドラマの観光への波及効

果を持続的なものとするために、『龍馬伝』と「長崎さ

るく」の連携と今後のあり方について言及する。 

 

2.2.2.2.調査の対象と方法調査の対象と方法調査の対象と方法調査の対象と方法    

アンケート調査は、『龍馬伝』の放送に先駆けて

2009 年に整備された長崎市亀山社中記念館において

2012 年 11 月 9 日に実施した。本記念館は、ドラマの

主人公である坂本龍馬の足跡のなかでもっとも知られ

るスポットであり、大河ドラマの波及効果やそれに関

連する回答を得るのに適していると判断した。館内を



 

 

訪れた観光客にアンケートを直接依頼し、計112名(男

性60名、女性52名)から有効回答を得た。この結果か

ら、観光客が大河ドラマや『龍馬伝』と観光に関して

どのような意識を持っているのか、その傾向を明らか

にしたうえで考察を加えていくこととする。 

 

3.3.3.3.大河ドラマ『龍馬伝』とは大河ドラマ『龍馬伝』とは大河ドラマ『龍馬伝』とは大河ドラマ『龍馬伝』とは    

『龍馬伝』は大河ドラマの第49作目にあたる。坂本

龍馬が主人公となるのは、1968年の『竜馬がゆく』以

来2作目である。『龍馬伝』によって出身地である高知

県にとどまらず、長崎県も全国的に注目された。龍馬

は長崎を拠点にして亀山社中を設立するなど活躍の足

跡を残した。2010年7月放送分から長崎が主な舞台と

なり、崇福寺、大浦天主堂、グラバー園など長崎の観

光名所でのロケ映像が使われた。 

 

4.4.4.4.『龍馬伝』による観光への波及効果『龍馬伝』による観光への波及効果『龍馬伝』による観光への波及効果『龍馬伝』による観光への波及効果    

『2011 年長崎市観光統計』によると、2010 年の長

崎市を訪れた観光客は 610万 8,300人にのぼり、前年

にくらべ 52 万 2,700 人、9.4％の増加となった。600

万人を超えたのは 20年ぶりで、「長崎さるく博’06」

が開催された2006年(569万人)を上回った。長崎市は

増加の要因として『龍馬伝』効果や、ランタン・フェ

スティバルの観光客数が前年比 10 万人の増加となっ

たことなどを要因として挙げている
(1)(1)(1)(1)
。 

 

5.5.5.5.調査結果調査結果調査結果調査結果    

紙幅の都合上ここでは単純集計結果について述べる。 

((((1111))))回答者の属性回答者の属性回答者の属性回答者の属性    

職業別では、「会社員」が54名(48.2%)と全体の半数

近くを占め、次いで「無職」の割合(13 名，11.6％)が

高くなった。同行者数(回答者含む)別では「2人」と「1

人」を合わせて63.4%であった。出発地別では、「首都

圏」が39名(34.8％)と地理的距離の近い九州・沖縄(26

名，23.2％)よりも多くなっており、また、北海道や東

北など国内各地から観光客が訪れている。 

(2(2(2(2))))今回の旅行形態について今回の旅行形態について今回の旅行形態について今回の旅行形態について    

1)1)1)1)今回の旅行の動機今回の旅行の動機今回の旅行の動機今回の旅行の動機    

「観光」(81 名，72.3％)と「出張」(19 名，17％)で

全体の約9割を占めた。出張の前後の時間を使った「兼

観光」として記念館を訪れる人々が一定数存在するこ

とがわかる。 

2)2)2)2)今回の旅行の目的今回の旅行の目的今回の旅行の目的今回の旅行の目的    

「旧所名跡」が 67 名(59.8％)と「都市観光」が 25

名(22.3％)で8割を超えた。このことから、今回の旅行

が長崎市を中心とする歴史観光である割合の高さが伺

える。 

((((3333))))大河ドラマ全般に関して大河ドラマ全般に関して大河ドラマ全般に関して大河ドラマ全般に関して    

1)1)1)1)大河ドラマ大河ドラマ大河ドラマ大河ドラマを視る頻度を視る頻度を視る頻度を視る頻度    

「よく視ている」(26 名，23.2%)と「どちらかとい

うとよく観ている」(30名，26.8%)を合わせた回答50%

に対し、「どちらかというとあまり視ていない」(30名、

26.8%)と「ほとんど観ていない」(30 名，26.8%)が同

率で半々となった。実際にはこの10年程度の間に放送

された大河ドラマの視聴率が 30%を超えることは稀で

ある点を踏まえると 、比較的ドラマに関心を向けてい

る回答者の割合が多いと言える。 

2222))))大河ドラマ大河ドラマ大河ドラマ大河ドラマが観光が観光が観光が観光先を決める指標となるか先を決める指標となるか先を決める指標となるか先を決める指標となるか    

「かなりそう思う」(19 名，16.9％)と「ある程度そ

う思う」(42 名、37.5％)を合わせた回答が過半数を占

めた。「あまりそう思わない」(14名，12.5％)と「まっ

たくそう思わない」(16 名，14.3％)にくらべて、多く

の観光客は大河ドラマが指標となると認識しているこ

とがわかる。 

3)3)3)3)大河ドラマ大河ドラマ大河ドラマ大河ドラマの舞台となる地域への関心の舞台となる地域への関心の舞台となる地域への関心の舞台となる地域への関心    

「かなりそう思う」(27 名,24.1％)と「ある程度そう

思う」(58 名，51.8％)を合わせた回答が 7 割を超え、

「あまりそう思わない」(9名，8％)、「まったくそう思

わない」(5 名，4.5％)を合わせた回答 12.5%を大きく

上回った。 

4)4)4)4)地元が大河ドラマ地元が大河ドラマ地元が大河ドラマ地元が大河ドラマの舞台になってほしいかの舞台になってほしいかの舞台になってほしいかの舞台になってほしいか    

「かなりそう思う」(38 名，33.9％)と「ある程度そ

う思う」(32名，28.6％)を合わせた回答が6割を超え、

「あまりそう思わない」(11名、9.8％)と「まったくそ

う思わない」(7 名，6.3％)を合わせた回答 16.1%を大

きく上回った。 

5)5)5)5)大河ドラマ大河ドラマ大河ドラマ大河ドラマは地域の観光振興につながるかは地域の観光振興につながるかは地域の観光振興につながるかは地域の観光振興につながるか    

「かなりそう思う」(56 名，50％）と「ある程度そ

う思う」(47 名，42％）を合わせた回答が 92%に達し

た。自治体や民間団体といった立場を超えた誘致合戦

は、背景に地域が観光で潤うという住民意識を反映し

たものととらえることができよう。 

((((4444))))大河ドラマ『龍馬伝』に関して大河ドラマ『龍馬伝』に関して大河ドラマ『龍馬伝』に関して大河ドラマ『龍馬伝』に関して    

1)1)1)1)『龍馬伝』を視ていた頻度『龍馬伝』を視ていた頻度『龍馬伝』を視ていた頻度『龍馬伝』を視ていた頻度    

「よく視ていた」(55名，49.1％) と「どちらかとい

うと視ていた」(16 名、14.3％)を合わせた回答が 6 割



 

 

を超え、「どちらかというとあまり視ていなかった」

(10 名，8.9％)と「ほとんど視ていなかった」(31 名，

27.7％)を合わせた回答36.6%を上回った。前節の質問

1)の回答に比べると、大河ドラマのなかでも『龍馬伝』

を視聴していた頻度は高めであったことがわかる。 

2)2)2)2)亀山社中記念館の魅力を口コミで伝えたいか亀山社中記念館の魅力を口コミで伝えたいか亀山社中記念館の魅力を口コミで伝えたいか亀山社中記念館の魅力を口コミで伝えたいか    

「かなりそう思う」(14 名，12.5％)と「ある程度そ

う思う」(69人，61.6％)を合わせた回答が7割を超え、

「あまりそう思わない」(4名，3.6%)と「まったくそう

思わない」(2名，1.8%)を合わせた回答5.4％を大きく

上回った。 

3)3)3)3)亀山社中記念館は今回の主要な目的地か亀山社中記念館は今回の主要な目的地か亀山社中記念館は今回の主要な目的地か亀山社中記念館は今回の主要な目的地か    

「かなりそう思う」(30 名，26.8％)と「ある程度そ

う思う」(55名，49.1％)を合わせた回答が7割を超え、

「あまりそう思わない」(7名，6.3%)と「まったくそう

思わない」(4 名，3.6％)を合わせた回答を大きく上回

った。 

((((5555))))大河ドラマの舞台とまち歩き観光に関して大河ドラマの舞台とまち歩き観光に関して大河ドラマの舞台とまち歩き観光に関して大河ドラマの舞台とまち歩き観光に関して    

1)1)1)1)まち歩き観光への関心まち歩き観光への関心まち歩き観光への関心まち歩き観光への関心    

「かなりそう思う」が(29 名，25.9％)と「ある程度

そう思う」(70 名，62.5％)を合わせた回答が 9 割近く

に達し、「あまりそう思わない」(2 名，1.8％)、「まっ

たくそう思わない」(0名)に対して圧倒的に高い関心を

持っていることがわかった。 

2)2)2)2)観光ボランティアガイドに大河ドラマの舞台を案内観光ボランティアガイドに大河ドラマの舞台を案内観光ボランティアガイドに大河ドラマの舞台を案内観光ボランティアガイドに大河ドラマの舞台を案内

してほしいかしてほしいかしてほしいかしてほしいか    

「かなりそう思う」(20 名、17.9%)と「ある程度そ

う思う」が(65名、58％)を合わせた回答が7割を超え、

「あまりそう思わない」(6名，5.4%)と「まったくそう

思わない」(1名，0.9％)を合わせた回答6.3%を大きく

上回った。 

3)3)3)3)観光ボランティアガイドへの支払い意思額観光ボランティアガイドへの支払い意思額観光ボランティアガイドへの支払い意思額観光ボランティアガイドへの支払い意思額    

「2 時間コースのガイドを依頼する場合、あなたは

いくら支払うか」という設問に対する回答である。

「1000～2000円」(32名，28.6％)、「500～1000円」

(31 名，27.7％)、「200～500 円」(28 名，25％)が比較

的回答が均等に分散した。以下、「0～200円」(9名，8％)、

「2000 円以上」(7 名，6.3％)、「無料」(5 名，4.5％)

であった。このことから、圧倒的な多数の割合で対価

として有償の意思を抱いていることがわかった。 

 

6.6.6.6.考考考考    察察察察    

『龍馬伝』の放送という効果もあり、2010年の観光

消費額は過去最高の約1109億円に及び、長崎県、特に

長崎市内の観光に大きな影響を与えた
(2)(2)(2)(2)
。しかし、大河

ドラマをきっかけとした観光客の動向は、放送の翌年

はその反動で減少傾向に転じることが指摘されてい

る 。そのような動きを最小限に抑えるためには、引き

続き『龍馬伝』を活かした観光を持続的に進める必要

があろう。このことに関連して、野邉幸昌氏は次のよ

うに指摘している
5)5)5)5)
。 

「「龍馬伝」放映の効果は直接的な観光集客に表れた

もののみならず、こうした幕末期の長崎の魅力の掘り

起こし・情報発信に大きく寄与したといえるのではな

いだろうか。幕末・明治維新という日本の一大変革期

に、長崎という都市が大きな役割を果たし存在感を示

していたことを市民や訪れる人たちに再認識させた効

果は大きかったと考えられる」 

この視点は、前章のアンケート調査の結果にも表れ

ている。すなわち、観光集客という効果にとどまらず、

観光客が地域の魅力を地域の住民が発信の担い手とな

る「まち歩き」観光や有償での観光ボランティアガイ

ドに対する意識は、上述のような効果と結びつくこと

で相互に効果が生じる可能性を示している。すなわち、

坂本龍馬ゆかりの地を中心とする長崎の魅力に改めて

目を向ける契機が『龍馬伝』であったととらえること

で、観光客の意識を反映しながら地域住民が観光の担

い手となる循環につなげていく視点が重要となる。 

また、観光形態の多様化がみられる今日、長崎の自

然や文化などの地域資源を活用し、地域住民が主体的

に観光に関与することで、地域の特性に立脚した観光

まちづくりを推し進めることは、大河ドラマのような

外的インパクトを生じさせる以前からの取り組みと連

続して位置づけることも不可欠である。この点は、「長

崎さるく博’06」が全国的にも先進的な事例として知

られており、『龍馬伝』との相乗効果も生じていたこと

が報道等でも指摘されている
(3)(3)(3)(3)
。まちなかに存在するさ

まざまな有形と無形の資源を発掘する「長崎さるく」

の有効性は、前章において観光客が高い割合でまち歩

き観光を肯定的にとらえている結果からも伺い知れる。

この日本初のまち歩き博覧会の成功によって、今や全

国的にまち歩き観光はメジャーな存在となりつつある。

そのノウハウは 2007 年以降も長崎市の観光の中心的

な存在として引き継がれ、逐次新たな企画を加えなが

ら現在に至っている。 

『龍馬伝』放送をきっかけとしても、新たなコース



 

 

やテーマの設定がみられた。たとえば、その放送に先

駆けて、2009年4月 23日から 11月30日まで「長崎

さるく幕末編」が開催された。地域住民が観光ボラン

ティアガイドとなる点を活かし、幕末期の長崎の魅力

を積極的に発信していった。さらに、放送開始に合わ

せ、2010 年 1 月から、『龍馬伝』の登場人物にテーマ

を絞った「長崎さるく英雄編」が開始されたことで、

大河ドラマの放送決定の以前から取り組まれていたも

のを発展させる形で観光客の受け入れを図ると同時に、

地域住民が自地域の自然や文化を知ることにもつなが

ったと思われる。 

このように、『龍馬伝』効果を活かした取り組みとし

て、従来のまち歩き観光に関するコンテンツの強化を

とおして地域住民や観光客が長崎の魅力を知っていく

ことは、大河ドラマの波及効果という点にとどまらな

い。その波及効果を持続的なものにしていくには、観

光客が『龍馬伝』を入り口として地域の自然や文化を

体験し、直接に地域住民と交流する場が創出されるこ

とが重要である。そして、地域住民が自地域に対する

「わがまち」意識が高まり、まちをもっと知り発信し

ようとする意識の変化も期待できる。 

そのほか、『龍馬伝』効果により坂本龍馬を中心とす

るドラマ関連の観光資源と既存の観光資源との連携を

進めることは不可欠である。今回のアンケート調査の

結果では、大河ドラマの波及効果がスモール・ツーリ

ズムの代表的な手法としてのまち歩きにもおよぶ可能

性が高く示唆された。以前、筆者は大河ドラマの放送

中やその前後の年には、パックツアー商品が多く販売

されることもあり、マス・ツーリズム的な要素の強さ

がまち歩き観光のシーズとは必ずしも接点を持ちうる

ものではない点を指摘した
6666))))
。ただし、その接点をも

たらすのは、能動的に発地側に情報を発信する着地型

観光のあり方を徹底するべきであろう。積極的に大都

市圏や県内外への情報発信をとおした PR 活動のなか

に、まち歩き観光といったスモール・ツーリズム的な

コンテンツを含めていく地道な努力が求められる。 

 

7.7.7.7.おわりにおわりにおわりにおわりに    

本稿では、2010年に放送された大河ドラマ『龍馬伝』

における観光への波及効果に焦点をあて、観光客の意

識を把握するためのアンケート調査を手がかりとして、

大河ドラマのもたらす波及効果を持続的なものとする

という観点から論をすすめてきた。 

その結果、『龍馬伝』を活かした取り組みのなかで、

「まち歩き」観光を通して地域住民や観光客に長崎の

地域資源に触れてもらうことは、観光を持続的なもの

としていく上で不可欠であることが明らかになった。

『龍馬伝』の放送は終了したものの、「龍馬と長崎」と

いう観光資源としての利用は今後も波及効果の持続性

を考える際に重要なコンテンツとして存在していくこ

とも指摘できる。 

今後、地域住民の手で地道に地域資源のコンテンツ

化を図る努力は一層重要になっていく。「長崎さるく」

の進化をはじめとし、テレビドラマのロケ地の積極的

な誘致や、ストーリーの舞台となることで、長崎の潜

在的な地域資源への注目も高まれば、波及的なイメー

ジアップによる持続的な観光誘致が可能になるのでは

ないか。 

一方で、課題も残されている。大河ドラマが観光客

誘致に有効なコンテンツであることは示唆されたもの

の、『龍馬伝』以外のケースでも同様のことが言えるの

かといった比較検討の不足や、観光客の意識と長崎の

地域住民の意識の把握の対比などの多角的な調査にま

で手掛けることができなかった。本稿の結果は、問題

の背景に対する示唆的な結果を提示したにすぎない側

面も否定できない。記して今後の課題としたい。 

 

付記：付記：付記：付記：本論文は、筆者が2012年11月9日に長崎大学大学院

生(当時)の王佳宇氏と共同でおこなったアンケート調査をも

とに執筆した。研究をすすめるにあたり、長崎市亀山社中資

料館には来館者へのアンケート調査実施についてご快諾いた

だいた。この場をお借りして御礼申し上げる。 

    

【補注】【補注】【補注】【補注】    

(1) 2011年3月31日付け西日本新聞記事による。 

(2) 上掲(1)。 

(3) 2010年9月7日付け西日本新聞記事による。 
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