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編集後記
未知なる世界を垣間見たい、いまだかつて経験したことのない出来事に遭遇し
たいという人間の欲望は、映画の夢のひとつであり、ドキュメンタリー映画に
とって避けることのできない倫理的な課題をも示している。36年前に打ち上
げられたNASAの探査機「ボイジャー1号」が太陽圏を離れていまなお旅を続
けているように、リュミエール兄弟の撮影技師たちは、世界各地へ派遣され、
さまざまな対象をフィルムに焼き付けてきた。「未開の地」が残されている限
り、すべてを見ようとする行為に終わりはない。映画作家とは、大航海時代の
「宣教師」（ゴダール）であり、その一方で、無垢なる被写体をキャメラによっ
て犯すという点で、「植民者」の視線を持たざるを得ない。
　「冷戦」という言葉さえも風化した今日において、1957年に打ち上げられ
た、人類初の人工衛星の名を付与された本誌は発刊される。その役割が仮にあ
るとすれば、宇宙開発がそうであったかのように、国家的な威信を映画によっ
て競い合う場として映画祭を讃えるものではない。「スプートニク Sputnik」と
は、ロシア語の「衛星」であり、その語源が示すように、映画祭あるいは映画
に「伴走するもの」である。映画を語る言葉によって、作品の新たな読解を
拡げていくことは、批評の夢である。「スプートニク」とはまた、マルケルの
『アレクサンドルの墓』に描かれたメドヴェトキンの映画列車のように、スタ
ジオ、現像設備、編集室といったあらゆる機能を兼ね備えつつ上映を続けてい
く、「実験室」としての映画祭を示すものでもある。国境や民族、作品のジャ
ンルや媒体など、異質なものが描き出す軌道が交わり、別のものに生まれ変
わっていくことは、映画祭の夢ではないだろうか。そして、空を見上げること
から始まった人類の夢は、宇宙から地球を観測する時代へ反転する。それは、
未知との遭遇そのもの、映画の夢にほかならない。
　編集部の無理なリクエストをご理解いただき執筆してくださった方々、忙し
いスケジュールのなかで作業を果敢にもこなしていただいた翻訳者の方々、趣
旨に賛同して広告協賛いただいた方々がいなければ、本誌を発刊することはで
きなかった。この場を借りて、厚く御礼申し上げる。 土田環（本誌編集長）

Editorial

The human desire to glimpse the unknown, to encounter events they never before expe-
rienced, is one of the dreams of cinema, and also expresses issues of ethnics unavoidable 
in documentary film. Like the “Voyager 1” space probe launched by NASA 36 year ago, 
which has left the heliosphere on its continuing journey, the cameramen working for the 
Lumière brothers traveled the earth, burning various images into film. As long as the 
unknown continues to exist, humans will always endeavor to see it all. Filmmakers are at 
once the “missionaries” of the Age of Discovery (Godard), and colonialists who violate 
innocent subject with their cameras.
 Today, at a time when the words “Cold War” have faded from memory, we publish a 
reader in the name of the first satellite launched by man in 1957. If this reader could be 
said to have a goal, it is not to glorify the film festival as a space for films to compete for 
international prestige, as was the case in the Space Race. Sputnik is Russian for “satellite,” 
and as the term would suggest, this reader is meant to accompany cinema and this film 
festival. It is the dream of film criticism to use words to open up new perspectives on 
works of cinema. The name Sputnik is also meant to represent this film festival as a labo-
ratory similar to the one found on Medvedkin’s cine-train — depicted in Chris Marker’s 
The Last Bolshevik — aboard which the functionality of a film studio, a dark room, and an 
editing room were combined with an ongoing screening space. 
 National borders, ethnicities, genres, and mediums, intersect in orbits that depict the 
Other, constantly evolving into new forms — perhaps the dream of a film festival. And 
the dream of humanity, which began with a look toward the sky, reverses from a look 
toward space to a look toward our planet. This, in itself, is encounter with the Other. It is 
none other than the dream of cinema.
 Due to the kind efforts of our authors, who responded to the rush requests of our 
editorial board, as while as our translator’s generous with our tight schedule, and the con-
tribution of advertisers who endorse our aim, we have successfully published this journal. 
I would like to take this opportunity to express my sincere gratitude for your support. 

Tsuchida Tamaki (Chief Editor, SPUTNIK )
(Translated by Kyle Hecht)


