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マノエル・デ・オリヴェイラ：映画監督の70周年
Manoel de Oliveira: 70 anos como diretor cinematográfico

マウロ・ネーヴェス
Mauro Neves

Este artigo tem por seu primordial objetivo rever passo a passo a
carreira cinematográfica de Manoel de Oliveira (1908-  ), precisamente no
ano em que se comemoram os seus 70 anos de atividade como diretor.

Há exatamente 70 anos atrás em 1931, Manoel de Oliveira dava
início à sua carreira como realizador cinematográfico com um documentário
mudo de apenas 19 minutos: Douro, Faina Fluvial. Foram 19 curtos minutos
que dariam impulso a uma carreira acidentada que ora completa 70 anos.

Pouco Oliveira conseguiu realizar durante a ditadura salazarista,
mas mesmo esse pouco deixou marcas profundas e únicas na cinematografia
portuguesa.

No entanto, sua carreira veio mesmo a florescer depois da
Revolução de Abril e, desde então ele se confirmou como o mais importante
dos realizadores portugueses de todos os tempos.

序論

本論の主な目的は、本年（2001年）監督として70周年を迎えるマノエ
ル・デ・オリヴェイラ（以下、オリヴェイラ）の映画界での足跡を検証す
ることである。
今からちょうど70年前の1931年、オリヴェイラは｢ドウロ河｣という19分

のドキュメンタリーで、映画監督としてデビューした。このわずか19分が、
彼の70年にわたる非常に波乱に富んだ映画監督としての経歴の始まりであ
った。
サラザール時代（1928年－1974年）のオリヴェイラは、殆ど映画を製作

することができなかったが、その数少ない作品はポルトガル映画界全体に
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唯一、深い影響を与えた存在であったといっても過言ではない。
しかしながらオリヴェイラの経歴が真に開花したのは1974年4月25日に

起こった「革命」以降であった。それ以来、彼がポルトガル映画史上最も
重要な存在であることは疑う余地はない。

処女作品まで

1908年12月12日、マノエル・カンディド・ピント・デ・オリヴェイラは、
ポルトガル北部の大西洋に面した港町ポルトで裕福な実業家の息子として
生まれた。スペイン・ガリシア地方でイエズス会が経営する高等学校に通
った後、家業を手伝った。家業は、1980年代まで継続した。特に、映画製
作があまりできなかったサラザール時代には家業に没頭した。
青春時代には、様々なスポーツで活躍した。走り高跳びではポルトガル

のチャンピオンにまでになった。時を同じくして兄とともにサーカスで空
中ブランコを披露することもあった。最も熱中したのはカーレースで、ポ
ルトガル、スペイン、ブラジルのレースで数々の賞を獲得した。今でも運
転を好み、友人の話によると彼の運転はスピードがあり、安定しているそ
うである。
彼はもともと映画監督志望であった。しかし監督を養成するための学校

は当時存在していなかった。その頃の彼は美男子であったこともあり、映
画界への道筋をつくるためひとまず映画俳優を目指し、ポルトガルで活躍
していたイタリア人映画監督リノ・ルーポがポルトガルに開校した映画俳
優養成学校に兄とともに入学し、演技を学んだ。そして1928年、ルーポ監
督の作品｢奇蹟のファティマ｣にエキストラとして出演し、俳優としてのデ
ビューを果した。
また、1933年にはポルトガル映画史上最初のオール・トーキーである、

コティネリ・テルモ監督｢リスボンの歌｣で重要な役に抜擢された。この作
品では映画俳優としてよりも、ファッショナブルなスポーツマンとしての
魅力を評価されることになった。
のちに映画監督になったオリヴェイラが、再び俳優として映画に出演し

たのは49年後のジョアン・ボテリョ監督｢終わった会話｣である。この映画
は詩人フェルナンド・ペソアについての作品であり、オリヴェイラは神父
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役を演じている。
その他、俳優として出演した作品には、ヴィム・ヴェンダース監督の

｢リスボン物語｣とオリヴェイラ自身が監督した「世界の始まりへの旅」の
２本がある。前者には、自分自身の役として出演し、後者では、運転手役
のエキストラで出演している。

監督としての最初の10年間（1931年～1941年）

いよいよ俳優ではなく監督として映画に携わる決意をしたオリヴェイラ
は、銀行員でアマチュア写真家でもあった友人アントニオ・メンデスの協
力を得、ポルトの町とそこに暮らす人々を映し出すドウロ川を舞台とし、
その周辺に生きる人間の生活ぶりを鮮やかに伝えた短編ドキュメンタリー
「ドウロ河」（1931年）を作った。
当時アドルフォ・モンテイロとアントニオ・ロぺス・リベイロ以外の評

論家は、オリヴェイラの作品に対して否定的なコメントしか発しなかった。
3年後、リベイロが音響に加わり、再度｢ドウロ河｣を公開し、評判が一

転した。ジョゼ・レジオによる批評は特に印象的であった。「『ドウロ河』
は名作である。単に感性と知性の奇蹟だけでなく、固執、自主性と意志の
奇蹟でもある。(中略)ドキュメンタリーとしての評価が高いものでありな
がら、『ドウロ河』はドキュメンタリーの価値観を大きく超えている。(中
略) マノエル・デ・オリヴェイラはアーチストであり詩人である(後略)。」1

その短いドキュメンタリーの最も大切なポイントは、ただドウロ川周辺
に生活している人々を見せるだけでなく、彼らの仕事の辛さや厳しさに対
する批判も含んでいることである。その上オリヴェイラは、レジオが述べ
た詩人のように人間性と人間の苦しみを表現している。
その後、制作費に恵まれず、一般の映画プロデューサーに認められなか

ったため、オリヴェイラは家業を手伝いながら、監督として、「リスボン
の彫刻」（1932年）、「水力」（1932年）、「テージョ川の大嵐」（1937年）、
「ポルトガルでは自動車が製造される」（1938年）、「薔薇の海岸ミラマル」
（1939年）、「ファマリカオン」（1941年）の6本の短編映画を制作した。
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１ Régio, José, em Costa Alves, Breve história do cinema português (1896-1962) (Lisboa, Instituto

de Cultura Portuguesa, 1978), p. 67.
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長編初作品と不遇時代（1942年～1974年）

1941年には、リベイロ・プロを設立したアントニオ・ロぺス・リベイロ
の知遇を得て、ようやくオリヴェイラは長編作を作ることができた。翌年
に発表された「アニキ・ボボ」である。この舞台もドウロ川周辺であるが、
そこに生活する子供たちの世界を生き生きと描写している。
子どもの世界に入り込み、叙情的かつ純粋にその世界を表現したオリヴ

ェイラは、監督として素晴らしい才能を持っていることを示した。しかし、
内外の評論家から高い評価を得たにもかかわらず、観客動員数があまり伸
びなかったため、映画プロデューサーからは再び、“赤字を出す男”とし
て扱われてしまった。
とはいえ、子どもの世界を描いた最も優れた映画作品の一つとして、こ

の作品が第２回カンヌ青春映画祭（1961年）で賞を獲得できたことは、不
思議なことではない。
しかし「アニキ・ボボ」のメリットはそれだけではない。イタリアのネ

オレアリズモを想起させると言っても過言ではない。出演している子供た
ちの殆どは撮影現場周辺に住んでいる一般の子どもたちであった。
1954年、オリヴェイラ自身がこの作品について次のように語っている。

「子供たちが直面する問題は、しょせん大人たちが抱える問題の本質的な
未熟さとかわらないことを表現するつもりだった。また、善と悪、愛と憎
しみ、友情と忘恩とは何かを見せたかった。(後略)」2

「アニキ・ボボ」以降、オリヴェイラのもう一つの特徴が見られるよう
になった。その作品以降、殆どの作品でオリヴェイラは監督としてだけで
はなく、脚本・編集も担当した。特に1960年代の作品では、更に、プロデ
ューサーも務め、録音・撮影も担当した。まさにオールマイティーの「映
画人」としての出発であった。
プロデューサーから無視されたオリヴェイラは「アニキ・ボボ」を世に

送り出すと、再び家業の手伝いや葡萄栽培といった生活に戻った。
しかし彼は映画界から離れても、再びそこに戻ることを諦めることはな

かった。

4 マウロ・ネーヴェス

　　　　　　　　　　
２ Oliveira, Manoel, em Costa Alves, Op. cit., p. 91.



－ 125 －

1956年、画家である兄の絵に描かれたポルトと、実際の町の映像を重ね
合わせ、「画家と都会」という短編ドキュメンタリーを発表した。
1959年にポルトガル製粉業連盟の依頼を受け、宣伝用の短編｢パン｣を制

作することになった。しかし、この短編で重要な役を演じたのは、製粉機
械ではなく労働者と彼らの苦しみであった。そのせいか、本来の目的であ
った宣伝効果はあまり上がらなかった。
だが、ついに、1948年に設立された国営映画援助基金から、以前は何度

も断られてきた資金援助を得ることができ、1963年に再び長編を発表する
ことになった。「春の活動」という作品である。
その映画は、16世紀に書かれたキリスト受難劇が1962年に民衆によって

上演された際の記録であり、活劇映画でもある。この映画を鑑賞する際は、
フィクションとドキュメンタリーの二重性を念頭に置かなければならな
い。そこが同作品の特徴である。なお、この作品は、当時のポルトガルで
は観客からも評論家からも困惑によって迎えられたが、イタリアとフラン
スでは評価が高かった。同年のシエナ国際映画祭では大賞を獲得している。
確かに現在の考え方で見ると、この作品は当時のヌーヴェル・ヴァーグ

を初めてポルトガルに取り入れた作品と言ってよいだろう。これによって
再び、オリヴェイラがヨーロッパ映画界の先駆者であることを証明したの
だった。
残念なことにこの「春の活動」は、またも観客とプロデューサー(ポル

トガル政府も含む)から批判されたため、オリヴェイラには短編製作に戻
る道しか残されなかった。
1964年、残酷な真実に溢れる｢狩猟｣を発表し、翌年には「我が兄ジュリ

オの絵」を発表した。
1971年にグルベンキアン財団から援助を得て、オリヴェイラは三たび、

長編制作が可能になった。それは、翌年に上映された｢過去と現在｣である。
その作品で彼は、当時のポルトガル社会における様々なトラブルと結婚

生活の行き違いをシニカルに描写している。全体的に演劇的色合いで構成
されている作品である。
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ポルトガルからヨーロッパの映画界へ（1974年～1990年）

1974年4月25日、左派若手将校の国軍運動がクーデターを起こした。国
民の支持を失っていたカエタノ政権は戦うことなく、無血のうちに革命に
敗れた。革命は成功し、40年以上にも及んだサラザール独裁体制はようや
く打倒された。クーデターの際、革命を歓迎した市民が、兵士たちの銃口
にカーネーションの花をさしたことから、「カーネーション革命」と呼ば
れることも多い。
国軍運動は秘密警察、事前検閲の廃止など国内の民主化を推進した。そ

の結果、映画への検閲も緩やかになり、オリヴェイラは思い通りの映画を
制作できるようになった。
その第一歩となったのは、1975年の｢ベニルデまたは聖母｣である。劇映

画であるこの作品は、劇の前に導入部を取り入れることで、演劇とフィク
ションが共存する時間と空間とを定着させる。時には、“これは映画です
よ”と告げ知らせるかのように、俳優たちはカメラに向かって不気味に視
線を送ったりもする。一方で、この作品にはオリヴェイラの作品の中で最
もエロティックな瞬間が溢れている。
1978年、彼の作品の中で最もクラシックな撮り方で制作された作品、

「破滅の恋」が発表された。この作品の原作はカミーロ・カステロ・ブラ
ンコ(ポルトガル浪漫主義の頂点とも言われている作家)の小説だが、オリ
ヴェイラが脚本を書いたのではなく、内容が小説の通りであったため、残
念ながらこの作品からオリヴェイラのセンスはあまり感じ取ることができ
ない。
次の作品は1981年の「フランシスカ」である。ポルトガル現代文学の女

流作家アグスチナ・べッサ・ルイスの小説｢ファニー・オーエン｣をオリヴ
ェイラ自身が脚本にしたこの映画は、19世紀後半にあった絶対的悲劇の愛
の物語を描き出している。脚本が小説に忠実であるという点で、前作品と
極めて似ている。
「フランシスカ」は、その登場人物の一人であり、「破滅の恋」の作家

でもあるカミーロ・カステロ・ブランコとアグスチナ・べッサ・ルイスを
ミックスさせている感がある作品である。この作品で最も優れているポイ
ントとして、オリヴェイラによる俳優への演技指導を指摘することが可能

6 マウロ・ネーヴェス
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だろう。
なお、この作品で、1971年の｢過去と現在｣で始まった、オリヴェイラの

言う＜挫折した愛のサイクル＞（1971年から81年までの4本の作品）が終
了した。
この作品以降、オリヴェイラの作品には共通点が殆ど見られなくなった。
それぞれの作品は全く別人が作ったような作品になったのである。その上、
ポルトガル映画を超え、ますますヨーロッパ映画になるむきがあった。
「フランシスカ」制作後3年間、オリヴェイラは中編ドキュメンタリー

の制作に没頭した。
1982年の「訪問」、1983年の「ニース：ジャン・ヴィゴについて」、同じ

く1983年の、ポルトガル人の国民性の考察にまで及んだ「文化的なリスボ
ン」、そして1985年の「彫刻についての国際シンポジウム」である。
海外で高い評価を得てきたオリヴェイラが、1985年、初めて外国作品の

監督を任された「繻子の靴」は、ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を獲得
した。
1987年、フランスとの合作「私の場合」が発表された。この作品はオリ

ヴェイラの作品の中で最も演劇的な映画である。テーマは演劇とその中で
生活している人々と神との関係である。
1988年、オリヴェイラはオペラ＝ブッファ映画「カニバイシュ」を演出

した。この作品で、ポルトガルだけではなくヨーロッパ映画界の名プロテ
ュサーであるパウロ・ブランコとの関係が始まった。以後、オリヴェイラ
の作品のほぼ全てで、ブランコがプロテュサーになっている。
この２本の長編を制作する合間に、彼は久しぶりに短編ドキュメンタリ

ーを演出した。彼の息子マヌエル・カジミーロがポルトガル国旗をテーマ
として描いた絵についての｢国旗｣である。

カンヌ時代（1990年～2000年）

1990年以降、オリヴェイラは毎年カンヌ国際映画祭に長編作品を出品し
てきた。その中で2回監督部門賞を獲得し、1回作品部門でも受賞した。
この時代の最初の作品は1990年の「ノン、あるいは支配の虚しい栄光」

である。
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この作品では、紀元前2世紀のルジタニアから、1578年のアルカサル・
キビルでの壊滅的な失敗とセバスチアン国王の戦死までを描くことで、ポ
ルトガルの虚しい栄光の歴史を描き出しただけでなく、その同じ虚しい栄
光をもう一度アフリカの植民地戦争で得ようとしていることも映し出し
た。
この作品はオリヴェイラの作品の中で最もポルトガル的なものと言え

る。カモンイスが「ウス・ルジアダス」で描いたポルトガルの栄光を、20
世紀ポルトガルの最後の虚しい事件に重ね合わせ、オリヴェイラが自分な
りに映像によって表現した素晴らしい作品である。
一方、この作品では屋外シーンが基調となっており、男性の失敗や死と

の戦いもテーマの一つとなっている。オリヴェイラの作品の中では珍しく、
女性が中心ではないこともこの作品の重要なポイントである。
1991年、ヨーロッパ文学において重要な作品の主要人物たちを、精神病

院の患者と思しき人々に再現させながら、西欧における罪の論理について
語っている「神曲」が発表された。
この作品からレオノール・シルヴェイラが加わり、マリア・デ・メデイ

ロスがオリヴェイラの作品になくてはならない女優となった。男優はやは
りルイス・ミゲル・シントラである。この３人はオリヴェイラにとり欠く
ことのできない俳優であり、彼の作品によって、この3人はヨーロッパ映
画界においても重要な人物になった。
1992年、上述した「フランシスカ」にも登場したカミーロ・カステロ・

ブランコの晩年を描いた「絶望の日」が発表された。もし、生き甲斐であ
る仕事（ブランコの場合は小説を書くこと）ができなくなると、人間はど
うなるのかということがテーマとなっている。カミーロ・カステロ・ブラ
ンコの場合は、盲目になっていく時期を描き、人間の絶望を表現している。
1993年、アグスチナ・べッサ・ルイスが脚本を書いた「アブラアンの渓

谷」が発表された。愛と運命の行き違いをテーマにし、再度人間の絶望を
描いた作品となった。この作品は会話なしの一つ一つのシーンが長く、話
のつながりがわかりにくいといった点で、オリヴェイラの作品の中では最
も退屈なものである。
1994年、リスボンの人々の生活を描いている作品で、オリヴェイラ独自

の喜劇でもある「階段通りの人々」が発表された。ここでは、ネオレアリ

8 マウロ・ネーヴェス
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ズモからシュールレアリスムに転換する一方で、人間性におけるリアリテ
イーと真実の役割と価値観について表現しており、ヨーロッパ映画でも最
も重要な作品の一つとなっている。
1995年からのオリヴェイラの作品は、ポルトガル映画というよりも完全

にヨーロッパ映画になっていく。キャストもポルトガル人俳優ではなく、
徐々にヨーロッパの代表的な演劇派の俳優になっていく。
このようなヨーロッパ的特徴が顕著になり始めた最初の作品は、1995年

に発表された「メフィストの誘い」である。
この作品は、オリヴェイラ独自のホラー・ムービーにも関わらず、ヨー

ロッパにおける宗教伝統とその問題やヨーロッパ統合などについても表現
されている。主役はカトリーヌ・ドヌーヴとジョン・マルコヴィッチだが、
ルイス・ミゲル・シントラとレオノール・シルヴェイラも重要な役柄を演
じている。
1996年、再度アグスチナ・べッサ・ルイスに脚本を依頼し、アソーレス

諸島を舞台に、イレネ・パパスとミッシェル・ピッコリーの主役で、五年
間の空間と愛の関係について描写している「パーティー」を制作した。
1997年、マルチェロ・マストロヤンニが遺作として選んだ作品「世界の

始まりへの旅」が発表された。その映画は、老いた映画監督が有名なフラ
ンス俳優の素性と自分自身の青春を探るため、ポルトガルへ旅に出かける
物語である。しかし、主なテーマはやはり平凡な客観性と魅惑的な主観性
の相違である。但し、ここで描く｢世界｣が単にヨーロッパでしかないこと
は、この作品の欠点といえよう。
1998年、三たびアグスチナ・べッサ・ルイスと共に脚本を書き、人間性

が主なテーマである「不安」という作品を制作した。この映画では、3つ
の異なる物語が含まれる。各物語には関係する人物が出てくるが、全体の
話としてはとても退屈な結果となっている。不安を描いているのであるか
ら仕方がないのかもしれないが、この作品を最後まで見るには大変な体力
と集中力が必要である。
1999年、ラファイエット婦人の小説を映画化した「クレーヴの奥方」を

発表した。18世紀末の小説を現代化して映画にし、現代のヨーロッパ上流
階級における悩みと結婚生活の崩壊が主なテーマである。
映画として大変優れているいくつかのポイントが挙げられる。それは、
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視線と動作に対しての迷いのないカメラワーク、台詞や演技への細部にわ
たる演出、衣裳の組み合わせ、音楽と物語のつながり、そして不安定な横
図アップの使い方である。
しかし、主人公間のバランスは崩れているように思われる。マストロヤ

ンニとドヌーヴの娘であるキャラ・マストロヤンニの情熱的で優れた演技
に対し、ペドロ・アブルニョーザの演技はわざとらしく、表現力が不足し
ていることが作品全体の印象を悪くしており、映画の魅力を損ねている。
オリヴェイラの2000年の作品は、ブラジル・ポルトガル・フランス・イ

タリア・スペイン合作のものであった。そのタイトルは「言葉とユートピ
ア」3 で、ブラジルのラス・カサスといわれるイエズス会士アントニオ・ヴ
ィエイラの活躍を描いている。オリヴェイラ独自の伝記物語で劇的な映画
であり、かつ台詞が素晴らしく、映像を大変重視している作品である。し
かし、ポルトガルによるブラジルの植民地時代に関する知識がない観客に
は、とても退屈なものになってしまうかもしれない。

結論：マノエル・デ・オリヴェイラの今後

オリヴェイラの全作品について述べてきたが、この論文を締めくくるに
あたり、21世紀に入ったヨーロッパ映画界において、オリヴェイラがどう
いった役割を果す可能性があるかについて考えてみたい。
今年92歳になるオリヴェイラは、現役映画監督として世界で最年長であ

る。しかし、前述したように1990年から毎年1本のペースで長編映画を制
作しているだけでなく、様々な国際映画祭にノミネートされ、賞も獲得し
続けている。
今年もカンヌ国際映画祭で、ミッシェル・ピッコリーが主人公を演じる

老人が、自分の家に戻り生活を振り返ろうとする｢家路｣が上映された。
ポルトガル映画史において、マノエル・デ・オリヴェイラは最も重要な

人物だと言えるが、彼の作品に対し、自国の大衆と知識人はいまだに常に
用心深い態度をとっている。だが、サラザール時代においてオリジナリテ
ィーを表現した映画監督といえば、オリヴェイラ以外に殆ど誰もいなかっ
たのも事実である。

10 マウロ・ネーヴェス

　　　　　　　　　　
３ 日本では未公開なので、日本語タイトルは執筆者が訳したものである。
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現在ポルトガルだけでなくヨーロッパ映画界において、マノエル・デ・
オリヴェイラは欠くことのできない監督である。実際、フランス、イタリ
ア、ドイツ、北欧、イギリスなどで高い評価を受けている。
皮肉ではあるが、自国だけを見ると彼の影響を受けた監督はごくわずか

である。その一人は、｢血｣で驚くべきデビューを果したペドロ・コスタで
ある。近くにいる人に認められることの難しさを表す良い例である。
熱に浮かされたようなペースで撮影されるオリヴェイラの最近の映画に

は、1960年代までの彼の作品に見られた手仕事的な魅力はもう見られない。
当時彼はスタッフもなく、一人で撮影し、録音、編集などあらゆる仕事を
自分一人でこなしていた。それに比べると、スタッフとの共同作業による
90年代の作品は個性が薄れてきたかのように見えるかもしれない。しかし
オリヴェイラが自分の道に終止符を打たんとしている死に直面し、同時に
撮影を続けるという激しい緊迫感と戦いながらヨーロッパの様々な国際映
画祭に作品を送り続ける姿勢は、感動的でさえある。
新しい企画を立てるたびに、オリヴェイラは世間を驚かせてきた。おそ

らく、これからも死ぬまでそうするに違いない。そう期待したいところで
ある。
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