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エストニアの子供たち，とりわけエストニアの女性のみなさん，そしてエストニアの男性諸君。

この半世紀でもっとも感動的だった夏が今終わろうとしている。燃えるように暑い出来事と言葉と歌

から燃え上がった希望の中で，私たちは再び自分を取り戻した。私たちはもう，いわゆる基幹民族から

構成される地域住民ではない。私たちは，エストニア人に戻ったのだ。

【拍手】 

それを実現した (鳴り止まない拍手) エストニア人の同胞の皆さん，ありがとう。何十年も続いた暴

力支配と抑圧に屈することのない，強い祖国愛を心の中に抱き続けている皆さん，ありがとう。私たち

の大きな夢 ─ 絶望のどん底にある時でさえ，自由で幸福で人間を尊重する独立国エストニアの実現

への確固たる思い ─ の火種を絶やすことなく心の中で抱き続けた皆さん，ありがとう。

【歓声】

その夢は生き続けている。その夢を潰すことは，スターリン主義者にもナチスにもできなかった。も

ちろん，スタグナチスにもインターナチスにも，それを潰すことはできない。

【拍手】

しかし，私たちは，もっとも幸運な瞬間においても，自分たちの置かれた状況に幻想を抱くわけに

はいかない。国際援助を口実に，他の民族たちの運命を戦車の力で決してしまおうとする者たちが，ま

だこの世界にいるからだ。それがわかっているからといって，希望を失ってはならない。その反対だ。私

たちは，強靭な精神をもち，希望と確信を一段と高めて生きていく必要がある。なぜなら，悲観と自己

への憐憫を支えによろめきながら歩くのは，私たちのような小さな民族の生命力では破滅に向かう道

になるからだ。最悪の事態になった場合でも，一夏の束の間のあいだ，私たちの心に，私たちの目に最

も美しい旗を再び手に持つことができたという自覚が消えずに残る。青黒白の三色旗 (激しい拍手で演

説が中断) ... それは，スターリン主義者たちから踏みつけられて泥まみれになっても，復活の瞬間の昂

揚をじっと待ち続けていた旗である。その自覚があるかぎり，私たちは，たとえ灰の中にあっても，奇

跡の夏がもう一度訪れるのをじっと待つための力を得ることができる。そして，たとえ冬を千回越すこ

とになろうとも，私たちは，その運命の瞬間の訪れを待ち続けることができる。

【歓声】

今まだ，私たちは，終わろうとしているこの夏が恵みとして与えてくれた自由の陶酔の中にいる。と

くに何か大そうなことが達成できたわけではないと考える人がいるとしたら，それは正しい認識では

ないと私は言いたい。私たちは，数多くの，そしてとても本質的な成果をあげることができた。

一昨日，私たちは 【共産党第一書記の】ヴァイノ・ヴァリヤス氏を通じて，エストニア共産党が初め

て表明した，私たちエストニア人のさまざまな希望と期待に反しない見解を聞くことができた。誠実な

態度の表明と私たちは受け止めた。私たちが共通の意思の力強い表明を行った 6月 17日より前だった

ら，このような言葉を党から引き出すことができただろうか。民衆の断固とした要求によって揺さぶら

れた現状維持勢力の城壁からは，コンクリートのブロックが何個も崩れ落ちた。

【拍手】

この一連の動きはまだ続いている。そして，わが国土を，モスクワの中央省庁に巣食う植民地経営者

たちに少しずつ売り渡すようなことをしない政府がエストニアに生まれるまで，それは続く。

【拍手と歓声】

私たちは，自分たちの歴史を取り戻した。その歴史は，勝ちとったものより負けて失ったもの方が多

く，幸福より苦難や屈辱の方が多い。だが，私たちの過去の歴史におけるまだ精算の済んでいない不公
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正こそが，私たちを自分たちの国土と，生まれ故郷と，日々の活動と結びつけ，そして，私たちを相

互に結びつけているところの苦しみのエネルギーではないだろうか。また，エストニアにおける変革の

うねりは，ついこの間まで，大人の目には，冬眠中の社会集団にしか映らなかったロック音楽世代の

若者たちに火がつくという，とても喜ばしい事態までもたらしてくれた。これが，今年の夏の本当に大

切な成果である。

【拍手】

ここで，エストニアの若者諸君に向かってひとこと言いたい。この世界には，エストニアより美しい

土地や，エストニアより住みやすい国がある。しかし，諸君にとって，この国にとって代わることので

きる場所はどこにもない。ここがエストニアであり，未来永劫そうあり続けなければならない。私たち

が自分の指で感じ，自分の目で愛でることができなければならない。この国を自分の心のなかに抱き続

け，どんなことがあっても決して裏切らないでほしい。挫けそうになった時には，思い出してほしい。

諸君は，エストニアの苦悩だけではなく，エストニアの名誉も誇りも怒りも受け継ぐことを。 (拍手) 

ただし，この最後の「怒り」という言葉は，報復の火種という意味に理解しないでほしい。私たちが望む

のは，仕返しではない。しかし，自分たちの寛容さを過信するのもよくない。私たちは何ごとも忘れな

いし，いかなることも赦したりはしない。私たちにとってのもっとも品位ある態度は，わが民族を消滅

寸前に追い込んだスターリン体制とそれを実行に移す役割を請け負うまでに堕落した人たち，私たち

をもう一度長靴で踏みにじりたいという欲望を未だ葬り去っていない人たちに対して，誇りある侮蔑

の心をもって接することである。そのためには，エストニアの地から，スターリン主義者の小人たりと

もひとり残らずいなくなるまで，私たちは戦わなければならない。

【拍手】

その目的のために，力を合わせよう。人類の尊厳を尊重することが，この世界の持続するただひとつ

の条件だと考えるあらゆる人々，あらゆる民族と力を合わせよう。このような力の集まりを，私たちは

今年の夏に体験した。私たちの心にふれた自由のささやきが，ふつうに聞こえる人間の話し声に成長し

なければならない。この目標を抱いて，私たちは前に進まなければならない。そして，立ちはだかる岩

をぶち抜いて自由への道を切り開こう。いつか，【旧市部のトーンペア丘の】のっぼのヘルマン塔の上に，

青黒白の国旗を揚げよう。

【歓声】

いつかきっと勝利しよう。

【嵐のような拍手と歓声】

出典: 
Eestimaa laul 88. Kõned – Fotod. Meenutused - CD
Koostanud Elme Väljaste & Enno Selirand
MTÜ Eestimaa Laul, 2011
lk. 9-12
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      Eestlane olen ja eestlaseks jään  わたしはエストニア人

Jüri Leesment                 

Tuhat korda kas või alata, 千回でもやり直す

tuhat aastat tõusu, 千年昇りつづけ

mitte luigelend. 白鳥の飛び方ではない

Oma rahvust maha salata, 自分の民族性をおし隠すのは

sama ränk on nagu orjaks müüa end. 自分を奴隷として売り払うようにつらい

(#) Eestlane olen ja eestlaseks jään, (#) わたしはエストニア人，エストニア人でありつづける

     kui mind eestlaseks loodi.      エストニア人としてこの世に生れたのだから

     Eestlane olla on uhke ja hää      エストニア人であることはすばらしい

     vabalt vaarisa moodi.      かつて祖先が自由にそうあったように

     Jah: just nõnda vabalt vaarisa moodi.      そう，ちょうど祖先が自由にそうあったように

Tuhat kõuehäälselt küsijat. 雷のような声で問う大勢のひとびと

Vaba meri. Põlistalud. Püha muld. 自由な海，先祖伝来の農園，聖なる大地

Tuhat korda tuhat püsijat 繰り返し，生き残った多ぜいの人々が

kõige kiuste elus hoiab püha tuld. 何がおころうとも聖なる火を守っている

(#) refrään (#) 繰り返し

Nende mehiste meeste moodi. あの男らしい男たちのように
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Laulu Põhjamaast        北の国

E. Vetemaa       

1. Põhjamaa, me sünnimaa, 北の国，私の生まれた国

tuulte ja tuisuööde maa, 風が吹き，嵐の晩のような国

range maa ja kange maa, 厳しい国，強い国

virmaliste maa. オーロラの国

Põhjamaa, me sünnimaa, 北の国，私の生まれた国

iidsete kuuselaante maa, 太古からあるのモミの森の国

lainte maa ja rannamaa, 波の国，海岸の国

sind ei jäta ma 私はおまえから離れない

2. On lumme uppund metsatalud, 雪にうもれた森の農場

vaiksed tali-, taliteed. 静かな冬，冬の道

Nii hellad on su aisakellad, おまえのやさしいそりの鈴の音が

lumel laulvad need. 雪の上で歌っている

3. Põhjamaa, me sünnimaa, 北の国，私の生まれた国

karmide meeste kallis maa, 厳しい男たちの大切な国

taplemiste tallermaa, 戦いに踏みつけられた土地

püha kodumaa. 聖なる祖国

Põhjamaa, me sünnimaa, 北の国，私の生まれた国

hinges sind ikka kannan ma 私の心にいつまでもおまえがいる

kaugeil teil sa kallis meil, 遠くにいてもおまえは大切に思われる

sind ei jäta ma. 私はおまえから離れない

Japanese translation © Kazuto Matsumura 2012

4



Ärkamise aeg      覚醒の時代

                                            　　    R. Eespere

Meri siin seisma jäi, 海はここで止まっている
keegi peatas ta, 誰かがせきとめたのだ
kallas veest jagu sai, 岸が水を克服し
kaldast algas maa: 岸から陸がはじまった
tasane, kullane, kivine, 平坦で，実り豊かで，岩がちで
mullane, pilvine, tuuline, 土壌が覆い，曇りがちで，風がよく吹く
ootust täis. 期待でいっぱいの国

Peagi siin kokku said まもなくこの地に集まった
esimemm ja taat, 祖先の父や母たち
vaevaga kodu lõid, 苦労して家を築き，
lapsed majja tõid. 子供たちが家に生まれた
Oli õnn, oli rõõm, oli naer, しあわせ，よろこび，笑い
oli nutt, oli töö, oli vaev, 泣き声,労働，苦難
sellel maal. みんなこの地で経験した

(#) Eestimaa, Eestimaa, (#) エストニア，エストニア，

     oled mu kodumaa,      おまえは私の祖国

     oled mu armastus, õnne ja rõõm.      おまえはわたしの愛，幸福，喜び

     öoled mu hingele lähedal.      おまえはわたしの心のそばにいる

     Eestimaa, Eestimaa,      エストニア，エストニア，

     oled mu kodumaa,      おまえは私の祖国

     oled mu südames sügaval.      おまえはわたしの胸の奥にいる

Tulega, mõõgaga 火と刀をもって
tuli võõras mees, 見知らぬ男がやってきた
häda tõi, valu tõi, 困窮をもたらし，苦痛をもたらし，
võõrast leiba sõi. 他人のパンを食べた
Langes taat, memmeke, 父が倒れた，そして母も
lapseeas vennake, 幼い弟も
pisaraist märjaks sai 涙にぬれた
kogu maa. 国全体が

(#) refrään (#) 繰り返し

Isa meelt, emakeelt 父の心と母のことばを
hoian sellel maal, わたしはこの地で守る
taadimaa, memmemaa 父の国，母の国
endiselt on ta: この地はもともとそうだった
tasane, kullane, kivine, 平坦で，実り豊かで，岩がちで
mullane, pilvine, tuuline, 土壌が覆い，曇りがちで，風がよく吹く
ootust täis. 期待でいっぱいの国

(#) refrään (#) 繰り返し
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Mu isamaa on minu arm 愛する私の祖国

Lydia Koidula

Mu isamaa on minu arm, 私の祖国は，私の愛

kel südant annud ma. 私は心を捧げた

Sull' laulan ma mu ülem õnn, 私の幸福の歌をあなたに捧げる

mu õitsev Eestimaa. 花開く，私のエストニア

Sull' laulan ma mu ülem õnn, 私の幸福の歌をあなたに捧げる

mu õitsev Eestimaa. 花開く，私のエストニア

Su valu südames mul keeb, あなたの苦しみがわたしを苦め

su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb, あなたの喜びが私を喜ばす

su õnn ja rõõm mind rõõmsaks teeb, あなたの喜びが私を喜ばす

mu isamaa, mu isamaa! 私の祖国，私の祖国よ

Mu isamaa on minu arm, 私の祖国は，私の愛

ei teda jäta ma, 私は祖国を決して捨てない

ja peaksin sada surma ma たとえ百回でも私は

ma seepärast surema. 祖国のために命を落とす

ja peaksin sada surma ma たとえ百回でも私は

ma seepärast surema. 祖国のために命を落とす

Las laimab võõra kadedus, 悪口をいう人がいてもいい

sa siiski elad südames, あなたは私の心の中に生きている

sa siiski elad südames, あなたは私の心の中に生きている

mu isamaa, mu isamaa! 私の祖国，私の祖国よ

Mu isamaa on minu arm, 私の祖国は，私の愛

ja tahan puhata. 私は休みたい

Su rüppe heidan unele, あなたの腕の中で眠りたい

mu püha Eestimaa. 私にとって聖なるエストニア

Su rüppe heidan unele, あなたの腕の中で眠りたい

mu püha Eestimaa. 私にとって聖なるエストニア

Su linnud und mull' laulavad, あなたの鳥たちは歌で私を眠らせ

mu põrmust lilli õitsetad, 私の亡骸から花を咲かせる

mu põrmust lilli õitsetad, 私の亡骸から花を咲かせる

mu isamaa, mu isamaa! 私の祖国，私の祖国よ
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