
　　韓国語：  [ kim.dzɔŋ.ɯn ] ; [c]生まれ1983年1月8日）は、2011年から北朝鮮の最高指導者であ

　　り、2012年から朝鮮労働党（WPK）の指導者である北朝鮮の政治家です。

　　彼は金正日の息子です。

　　北朝鮮1994年から2011年までの2番目の最高指導者、および高容姫。彼は、1948年の設立から1994

　　年 の死まで、北朝鮮の創設者であり最初の最高指導者であった金日成の孫です。

　　2010年後半から、キムは北朝鮮の指導者の後継者と見なされた。

　　2011年12月に父親が亡くなった後、国営テレビはキムを「偉大な後継者」として発表しました。

　　キムは朝鮮労働党の書記長、 中央軍事委員会の委員長、国務委員会の委員長の称号を持っている。

　　彼はまた、最高の意思決定機関である韓国労働党の政治局の幹部会のメンバーでもあります。

　　2012年7月、金氏は朝鮮人民軍の元帥の最高位に昇進し、軍の最高司令官。北朝鮮の国営メディアは

　　しばしば彼を「元帥」または「尊敬される指導者」と呼んでいます。

　　彼は、経済と国の核兵器計画の両方の同時発展に言及して、1960年代からの金日成の政策と同様に 

　　、ビョンジンの政策を推進してきました。

　　キムは北朝鮮を全体主義 独裁者として統治しており、彼のリーダーシップは彼の祖父と父と同じ人

　　格崇拝に従っている。

　　2014年、UNHRCの 報告書は、キムが人道に対する罪で裁判にかけられる可能性があることを示唆し

　　ています。

　　彼は数人の北朝鮮当局者の追放または処刑を命じた。

　　彼はまた、マレーシアで彼の異父母である金正男の2017年の暗殺を命じたと広く信じられています。

　　彼は消費者経済、建設プロジェクト、観光名所の拡大を主宰しました。

　　キムはまた、北朝鮮の核開発計画を拡大し、それが米国と韓国との緊張を高めた。2018年と2019年

　　に、キムは韓国の文在寅大統領と米国のドナルド・トランプ大統領との首脳会談に参加 しました。

　　彼は北朝鮮でのCOVID-19のパンデミックとの闘いに成功したと主張しているが、多くの専門家は北

　　朝鮮がまったく事件を起こしていないことを疑っている。

　　北朝鮮当局と国営メディアは、キムの生年月日は1982年1月8日であると述べているが、韓国の諜報

　　当局は実際の日付は1年後だと信じている。

　　キムの正式な誕生年は象徴的な理由で変更されたと考えられています。

　　1982年は、祖父の金日成が誕生してから70年、父の金正日が正式に誕生してから40年後のことです。

　　

　　2018年以前、米国財務省は金正恩の正式な誕生日を1984年1月8日と記載していました。

　　現在、金正恩の韓国の誕生日と一致して、誕生日は1983年1月8日と記載されています。

　　彼が1984年に生まれたという主張は、1998年に米国に移住し、CIAによって尋問された叔母と叔父に

　　よって与えられた主張と一致します。

　　金正恩は、高容姫が金正日に生まれた3人の子供のうちの2人目です。兄の金正哲は1981年に生まれ、

　　妹の金与正は1987年に生まれたと考えられている。

　　彼は金日成の孫である。

　　北朝鮮の創設者であり、1948年の設立から1994年の彼の死まで北朝鮮を率いた。

　　キム・ジョンイルの子供たちは全員スイスに住んでいたと言われており、ジュネーブにしばらく住

　　んでいた2人の末っ子の母親も同様です。

　　最初の報告によると、金正恩は1993年から1998年までスイスのギュムリゲンにある私立インターナ

　　ショナルスクールのベルンに「チョルパック」または「パクチョル」という名前で通っていた。

　　彼は恥ずかしがり屋だと言われた。クラスメートと仲良く、バスケットボールファンだった優秀な
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　　生徒。

　　その後、金正恩は、1998年から2000年まで、ベルン近郊のケーニッツにあるリーベフェルト・シュ

　　タインホルツリ公立学校に、北朝鮮大使館の職員の息子として「パクン」または「ウンパク」とい

　　う名前で通ったと報じられた。

　　当局は、北朝鮮からの北朝鮮の学生がその期間中に学校に通ったことを確認した。

　　パクンは最初に外国語の子供たちのための特別クラスに参加し、その後、6、7、8、そして最後の9

　　年目の一部の通常のクラスに参加し、2000年の秋に突然学校を去った。

　　しかし、彼の成績と出席率は低かったと報告されています。

　　スイスの北朝鮮大使である李撤は、彼と緊密な関係を築き、指導者を務めた。

　　パクンの同級生の一人は、彼が北朝鮮の指導者の息子であると彼に言ったと記者団に語った。

　　いくつかの報告によると、キムはクラスメートから、女の子には不器用で政治的な問題には無関心

　　であるが、スポーツで自分を際立たせ、アメリカのNBAとマイケルジョーダンに魅了された恥ずかし

　　がり屋の子供だと説明された。

　　ある友人は、コービー・ブライアントとトニー・クーコッチと一緒にパクンの写真を見せられたと

　　主張しました。

　　2012年4月、金正恩が1991年または1992年以来、以前考えられていたよりも早くスイスに住んでいた

　　ことを示す新しい文書が明らかになりました。

　　フランスのリヨン大学の解剖人類学研究所は、1999年にリーベフェルトシュタインヘルツリ学校で

　　撮影されたパクンの写真と2012年のキム金正恩の写真を比較し、顔が95％の適合性を示してい

　　ると結論付けました。

　　彼らが同じ人物である可能性が最も高いことを示唆しています。

　　ワシントンポスト紙は2009年に、金正恩の学校の友達が「シカゴブルズのスーパースターであるマ

　　イケルジョーダンの鉛筆画を細心の注意を払って描いた」ことを思い出したと報じました。

　　彼はバスケットボールとコンピューターゲームに夢中になり 、ジャッキーチェンのアクション映画

　　のファンでした。

　　ほとんどのアナリストは、金正恩が2002年から2007年まで平壌の主要な将校養成学校である金日成

　　総合大学に通ったことを承知している。

　　金日成総合大学で物理学の学位を取得し、金日成総合大学の陸軍将校だ。

　　2018年2月下旬、ロイターは、キムと彼の父親が、さまざまな国でビザを申請するために、おそらく

　　ブラジルが発行し、1996年2月26日付けの偽造パスポートを使用したと報告しました。

　　どちらの10年パスポートにも、「プラハのブラジル大使館」と書かれたスタンプが付いています。

　　金正恩のパスポートには、「Josef Pwag」という名前と、1983年2月1日の生年月日が記録されてい

　　ます。

　　長年、彼の確認された写真は北朝鮮の外に1枚しか存在しないことが知られており、明らかに彼が

　　11歳だった1990年代半ばに撮影された。

　　時折、彼の他の想定される画像が浮かび上がったが、しばしば論争された。

　　彼が公式のポストを与えられ、北朝鮮の人々に公に紹介される直前の2010年6月に、彼がスイスの

　　学校に通っていたときに撮られたキムの写真がさらに公開された。

　　成人としての彼の最初の公式画像は、2010年9月30日に党大会の終わりに公開された集合写真であ

　　り、父親から2か所の最前列に座っている彼に効果的に油を注いだ。

　　これに続いて、会議に出席した彼のニュース映画の映像が続きました。

　　金正恩の兄である金正男は成功するのが好きだったが、2001年に東京ディズニーランドを訪問する

　　ために偽造パスポートで日本に入国しようとして逮捕された後、支持を失ったと伝えられている。

　　金正男は、2017年に北朝鮮の容疑者によってマレーシアで殺害された。



　　金正日の元パーソナルシェフである藤本健二は、彼と良好な関係を築いていた金正恩の詳細を明ら

　　かにし、父親の後継者として支持されたと述べた。

　　藤本氏はまた、金正恩は「父親にそっくり」であるのに対し、金正恩は兄のキム・ジョン

　　チョルよりも父親に支持されていたと述べた。

　　さらに、藤本は「権力を譲るなら、金正恩が最善だ。

　　彼は素晴らしい肉体的才能を持ち、大酒飲みであり、敗北を決して認めない」と述べた。

　　また、藤本によれば、金正恩はイヴサンローランのタバコを吸い、ジョニーウォーカーウイス

　　キーを愛し、メルセデスベンツ600を持っています。

　　金正恩が18歳のとき、藤本は金正恩がかつて彼の贅沢なライフスタイルに疑問を呈し、「私たちは

　　ここにいて、バスケットボールをしたり、馬に乗ったり、ジェットスキーに乗ったり、一緒に楽し

　　んだりしている。

　　2009年1月15日、韓国の通信社Yonhapは、金正日が金正恩を後継者に任命したと報じた。

　　2009年3月8日、BBCニュースは、金正恩が北朝鮮のゴム印議会である最高人民会議の2009年選挙に投

　　票したと報じました。

　　その後の報告によると、彼の名前は議員のリストに載っていなかったが 、後に北朝鮮軍の支部であ

　　る国防委員会の中間レベルの地位に昇格した。

　　2009年から、金正日が朝鮮労働党の党首および北朝鮮の事実上の指導者として彼の父金正日を引き

　　継ぐことになっていることが外国の外交官によって理解された。

영명한동　　彼は「Yŏngmyŏng-hanTongji」（ zippy）と名付けられており、これは大まかに「華麗な同志」

　　と訳されます。

　　彼の父はまた、海外の大使館職員に彼の息子への忠誠を誓うように頼んだ。

　　北朝鮮の市民は、金正日と金日成に関連する賛美歌と同様の方法で、新たに作曲された「賛美歌」を

　　金正恩に歌うように促されたという報告もある。

　　その後、6月にキムは中国を密かに訪問し、中国の指導者に「自分自身を提示」したと報じられた。

　　中国の指導者は後に北朝鮮が別の核実験を行うことに対して警告した。

　　中国外務省は、この訪問が行われたことを強く否定している。

　　2009年9月、金正日はプロパガンダキャンペーンの後、後継者計画への支持を確保したと報じられ

　　た。

　　金正恩は、天安の沈没と延坪島砲撃に関与して、軍事的信任を強化し、父親からの政権交代を成功

　　させたと信じられている。

　　金正恩は、2010年9月27日、北朝鮮で初めて北朝鮮で開かれた朝鮮労働党の珍しい会議の前日に、米

　　国の4つ星将軍に相当する地位にされた。

　　メディアは彼の名前を挙げていたが、彼は以前に軍事経験がなかった。

　　昇進にもかかわらず、キムの検証可能な肖像画を含むそれ以上の詳細は発表されなかった。

　　2010年9月28日、彼は中央軍事委員会の副委員長に任命され、金正日の後継者となることを明らかに

　　うなずいて、労働党中央委員会に任命された。

　　2010年10月10日、金正恩は与党労働党の65周年記念式典に出席したとき、父親と一緒にいました。

　　これは、労働党の次期指導者としての彼の立場を確認するものと見られていた。

　　前例のない国際的な報道機関のアクセスがこのイベントに許可され、金正恩の存在の重要性をさら

　　に示しました。

　　2011年1月、政権は、金正恩の義理の叔父である張成沢と国防委員会の副委員長である呉克烈の両方

　　の約200人の弟子を拘留または処刑によって追放し始めたと伝えられている。

　　2011年12月17日、金正日が亡くなりました。



　　キム長老の計画にもかかわらず、金正恩が実際に全権を握るかどうか、そして新政府における彼の

　　正確な役割が何であるかは、彼の死後すぐには明らかではなかった。

　　一部のアナリストは、金正日が死んだとき、張成沢は経験が浅すぎてすぐに国を率いることができ

　　なかったので、張成沢が摂政として行動するだろうと予測した。

　　父の死後、金正恩は「チュチェの革命的大義の偉大な後継者」、「党、軍隊、人々の傑出した指導

　　者」、そして「尊敬される同志と同一である」と称賛された。

　　金正日最高司令官」であり、金正日の葬儀委員会の委員長に任命された。

　　朝鮮中央通信は、金正恩を「天国から生まれた偉大な人物」と表現し、父と祖父だけが楽しんだ宣

　　伝用語である。

　　そして、与党労働者党は社説で、「私たちは、金正恩を私たちの最高司令官、私たちの指導者と呼

　　ぶために、涙を流して誓う」と述べた

　　彼は2011年12月24日に朝鮮人民軍の最高司令官として公に宣言され、2011年12月30日に労働党中央

　　委員会の政治局が「親愛なる金正恩を尊敬していると丁寧に宣言した」ときに正式に任命された。

　　朝鮮労働党中央軍事委員会のジョン・ウン副委員長が朝鮮人民軍の最高司令官に就任した」と語っ

　　た。

　　2011年12月26日、北朝鮮の大手新聞Rodong Sinmunは、金正恩が父親の死後、中央軍事委員会の委

　　員長および国の最高指導者を務めていたと報じた。

　　2012年1月9日、金正恩を称え、忠誠を示すために、錦綉山太陽宮殿の前で朝鮮人民軍によって大規

　　模な集会が開催されました。

　　2012年3月27日、金氏は朝鮮労働党の第4回会議に選出された。

　　4月11日、その会議は党憲章から書記長のポストを書き、代わりに金正日を党の「永遠の書記長」に

　　指名した。

　　その後、会議は金正恩を新たに創設された一等書記官の称号の下で党の指導者として選出した。

　　金正恩はまた、中央軍事委員会の委員長としての父親の役職と、ポリトブロ幹部会の父親の古い議

　　席を引き継いだ。

　　金正恩は会議の前に行われた演説で、「社会全体に金日成金金日成金を吹き込むことは私たちの党

　　の最高のプログラムである」と宣言した。

　　2012年4月13日、第12回最高人民会議の第5回会期で、金正恩が国防委員会の初代議長に任命されま

　　した。

　　2012年4月15日、金日成の100周年を記念する軍事パレード中に、金正恩は彼の最初の演説を行いま

　　した。

　　そのスピーチは、彼に捧げられた賛美歌「最後の勝利に向かって」の基礎となった。

　　2012年7月、金正恩は、軍の最高の現役階級である元帥（元帥と訳される）に昇進した。

　　朝鮮中央通信は、韓国労働党中央委員会と中央軍事委員会、国防委員会、最高人民会議常任委員会

　　が共同で決定を発表した。

　　唯一の上位ランクは、金日成の祖父である金日成によって保持され、2012年2月に彼の父である金

　　正日に授与された大元帥（大元帥または大元帥と大まかに翻訳される）です。

　　昇進は北朝鮮軍のトップリーダーとしてのキムの役割を確認し、李容浩参謀総長が玄永哲に交代し

　　た数日後に行われた。

　　国家の公式通信社である朝鮮中央通信によると、 2012年11月30日、金建国は「中国共産党第18回

　　全国大会で金建国にブリーフィングした」李建国と会談した。

　　中国共産党の習近平書記長からの手紙は、討論中に手渡しされた。

　　2014年3月9日、金正恩は一院制の 議会である最高人民会議の議席に選出されました。

　　彼は反対しなかったが、有権者は賛成か反対かを選択した。



　　投票率は記録的なものであり、政府当局者によると、彼の故郷である白頭山で全員が「はい」と投

　　票しました。

　　最高人民会議はその後、彼を国防委員会の初代議長に選出した。

　　キムは2016年5月に開催された党大会で朝鮮労働党の議長に就任した。

　　2016年6月29日、国務委員会が国防委員会に取って代わった後、キムは国務委員会の議長に就任した。

　　2019年の憲法改正により、軍の最高司令官の事務所がこの事務所にリンクされた。

　　朝鮮の憲法によると、金正恩は金徳訓首相と崔竜海議会議長とともに北朝鮮政府の行政府を率いる

　　三位一体の一部である。

　　金正恩は軍を指揮し、金徳訓は政府を率いて内政を担当し、崔竜海は外交を担当している。

　　しかし、憲法の下では、金正恩は3人の中で最高位です。1

　　998年以来、NDCの議長職は憲法上「州で最高の地位」と定義されており、金正恩によって制定され

　　た憲法改正により、NDC（初代）議長が「朝鮮民主主義人民共和国の最高指導者」として明示的に

　　指名された。

　　しかし、アナリストはキムが実際にどれだけの力を持っているかについて意見が分かれています。 

　　金正恩は、彼を父親や祖父の人格崇拝と関連付ける象徴的な行為を頻繁に行っています。

　　彼らのように、金正恩は定期的に国をツアーし、さまざまな場所で「その場での指導」を行って

　　いる。

　　北朝鮮の国営メディアはしばしば彼を金正恩元帥、「元帥」または「尊敬される」と呼んでいる。

　　2012年7月、金正恩は牡丹峰楽団のコンサートに出席し、父親から文化政策の変化を示しました。

　　コンサートには、西側、特に米国のポップカルチャーのいくつかの要素が含まれていました。

　　キムはこのイベントを利用して、北朝鮮で前例のない動きである妻を一般に紹介しました。

　　2012年、金正日のパーソナルシェフ、藤本健二氏が北朝鮮を訪れ、「平壌の店は商品で溢れ、街の

　　人々は陽気に見えたと答えた。

　　金正日が権力を握って以来、北朝鮮は大きく変化した。

　　これらすべて金正日総書記のおかげだ」と語った。

　　アナリストによると、金正恩は彼の祖父との類似性を利用して、金日成の人格崇拝と人気のある郷

　　愁を以前から利用してきました。

　　2013年、キムは最初の新年の挨拶をしたときに祖父のスタイルをコピー真似ました。

　　これは、17年間の権力の間にテレビで演説をしたことのない父親のキム・ジョンイルのアプローチ

　　からの脱却です。

　　彼はまた、父親よりも親しみやすく開放的であり、老いも若きも腕を抱き締めて結びつけているよ

　　うに見えた。

　　彼の公の場では、彼は父親や祖父よりも活発に見えます。

　　たとえば、除草、馬に乗る、戦車を運転する、ジェットコースターに乗る、情報技術を使用するな

　　どです。

　　2012年4月、衛星の打ち上げが失敗したとき、政府はこれを公に認めました。

　　これは初めてのことです。

　　2014年5月、平壌のアパートが倒壊した後、金正恩はその結果としての人命の損失に非常に腹を立

　　てたと言われた。

　　朝鮮中央通信は、国の公式通信社が発表した声明で、「深い慰めと謝罪」という珍しい表現を使用

　　した。



　　匿名の政府高官は、金正恩が「一晩中座って、痛みを感じていた」と言ったとBBCによって引用さ

　　れました。

　　建物の高さと死傷者の数は公表されていないが、メディアの報道によると、それは23階建ての建物

　　であり、100人以上が倒壊で死亡した可能性があるとのことである。

　　金正恩は、1960年代からの祖父の金日成の政策と同様に、ビョンジンの政策を推進しており、国家

　　の核兵器計画と並行して国民経済を発展させてきた。

　　一連の包括的な経済措置、「社会主義企業責任管理システム」が2013年に導入された。

　　措置は、企業に「事業に従事する一定の権利」を与えることにより、企業の自律性を高める。

　　社会主義的流通システムを適切に実施することにより、自律的に活動し、労働意欲を高める」。

　　その年の経済政策のもう一つの優先事項は農業でした。

　　責任制を実施しました。

　　伝えられるところによると、このシステムはいくつかの集団農場で生産量の大幅な増加を達成しま

　　した。

　　 北朝鮮のメディアは、経済を「柔軟な集産主義システム」と表現し、企業は経済発展を達成するた

　　めに「積極的かつ進化的な行動」を適用していた。

　　これらの報告は、経営を改革し、経済主体の自律性とインセンティブを高めるというキムの一般的

　　な経済政策を反映している。

　　「5月30日の措置」として知られるこの一連の改革は、生活水準を改善するための社会主義的所有権

　　と「指導と管理における客観的経済法」の両方を再確認します。

　　この措置の他の目的は、国内で製造された商品の市場での入手可能性を高め、民間部門に防衛革新

　　を導入し、国際貿易を促進することです。

　　平壌では建設ブームがあり、都市に色彩と創造的な建築様式をもたらしています。

　　かつては記念碑の建設に集中していたが、金正恩政府は遊園地、水生公園、スケートリンク、イル

　　カ水族館、スキーリゾートを建設した。

　　キムは、娯楽や化粧品などの消費文化を積極的に推進してきました。

　　北朝鮮に関するすべての報告と同様に、粛清と死刑執行の報告を検証することは困難です。

　　金正恩がポルノ法に違反したとして彼の元ガールフレンド、歌手の玄松月を処刑したという2013年

　　の主張は誤りであることが判明した。

　　そして、2016年5月、アナリストは、韓国がその年の初めに処刑されたと報告した李永吉将軍が実際

　　に健在であることに驚いた。

　　2013年12月、金正恩の叔父である張成沢が裏切りで逮捕され処刑された。

　　チャンは、銃殺隊によって処刑されたと考えられている。

　　聯合ニュースは、複数の名前のない情報源によると、金正恩はまた、すべての親しい子供や孫を含

　　む彼の家族の「広範な処刑」を通じて、チャンの存在のすべての痕跡を完全に破壊するために、チ

　　ャンの家族のメンバーを殺害したと述べました親族。キムの追放で殺害されたとされるのは、チャ

　　ンの姉のチャン・ケソン、彼女の夫でキューバの大使、ジョン・ヨンジン、チャンの甥でマレーシ

　　アの大使、チャン・ヨンチョルである。

　　甥の2人の息子も殺されたと言われていました。

　　チャンが解任されたとき、「チャングループの発見と粛清は...私たちの党と革命的階級をより純粋

　　にした」と発表され2013年12月12日の彼の処刑後、国営メディアは次のように警告した。

　　軍は「最高司令官の命令に従わないすべての人々を決して許しません」。

　　2013年1月、国連人権高等弁務官Navi Pillayは、キムが権力を握って調査を求めて以来、北朝鮮の

　　人権状況は改善されていないと述べた。

　　国連特別報告者マルズキ・ダルスマンによる2013年2月の北朝鮮の人権状況に関する報告は、国連



　　調査委員会を提案した。

　　調査委員会の報告は、2014年2月に発行され、キムが国際刑事裁判所で人道に対する罪の責任を「

　　おそらく」負う可能性があることを示唆した。

　　2016年7月、米国財務省はキムに個人的な制裁を課しました。

　　彼の人権侵害への関与が理由として挙げられたが当局は、制裁は国の核およびミサイル計画を対象

　　としていると述べた。

　　2017年6月、ドナルド・トランプ米大統領は、金正恩の「残忍な」政権を非難し、北朝鮮訪問中に

　　投獄されていたアメリカ人学生オットー・ワームビアの死後、金正恩を「狂人」と表現した。

　　しかし、2019年に、トランプ大統領は、キムがウォーンバーの死に責任がないと信じていると述

　　べた。

　　2012年、キムが行く予定のルートの近くにあるリュギョンウォンの杜松の木の下で機関銃が発見

　　された。

　　これは暗殺未遂の一部であると想定されていました。

　　2017年5月、北朝鮮政府は、米国の中央情報局（CIA）と韓国国家情報院（NIS）が、ロシアで働い

　　ていた北朝鮮の製材業者を雇って、キムを「生化学兵器」で暗殺したと発表しました。

　　放射性とナノ毒性の両方であり、その影響は数ヶ月遅れていたでしょう。

　　北朝鮮は、暗殺未遂に関与した者の身柄引き渡しを求めると述べた。

　　金正恩の下で、北朝鮮は核兵器の開発を続け、2013年2月、2016年1月と9月、2017年9月に爆弾をテ

　　ストした。

　　2018年の時点で、北朝鮮は90近くのミサイルをテストした。

　　彼の父と祖父の時。金日成生誕100周年の2012年、彼は「敵が核爆弾で私たちをブラックメールで

　　送ることができる時代は永遠に過ぎ去った」と述べた。

　　2013年3月31日に開催された労働党中央委員会の本会議で、彼は北朝鮮が「経済建設と核軍の建設

　　を同時に行うことに関する新しい戦略的路線」を採用すると発表した。

　　数人のアナリストによると、北朝鮮は核兵器が攻撃を阻止するために不可欠であると考えており、

　　北朝鮮が核戦争を開始する可能性は低い。ランド研究所の主任研究員によると、金正恩は核兵器が

　　彼の政権存続の保証であると信じている。

　　2016年の第7回朝鮮労働党大会で、金正恩は「攻撃的な敵対勢力が核兵器を使用して私たちの主権

　　を侵略しない限り、北朝鮮は最初に核兵器を使用しない」と述べた。

　　しかしながら、他の場合には、北朝鮮は米国主導の攻撃に対して「先制」核攻撃を脅かしている。

　　2015年12月、キムは彼の家族が「北朝鮮を強力な核兵器国に変え、自立した原爆と水爆を爆発させ

　　て、その主権と国家の尊厳を確実に守る準備ができている」と述べた。

　　2018年1月、北朝鮮の核兵器の推定値は15から60爆弾の範囲であり、おそらく水素爆弾を含む。アナ

　　リストの意見では、火星15ミサイルは米国のどこにでも攻撃することができます。

　　国連は、北朝鮮の核開発計画とミサイル実験に対して一連の制裁を制定した。

　　キム氏は2018年の新年のスピーチで、韓国で開催される冬季オリンピックに参加することを視野に

　　入れて、韓国との対話を受け入れることを発表しました。

　　ソウル・平壌ホットラインは、ほぼ2年後に再開された。

　　北朝鮮と韓国はオリンピックの開会式で一緒に行進し、団結した女性のアイスホッケーチームを擁

　　護した。

　　スリートに加えて、キムは妹のキム・ヨジョン、プレシディウムのキム・ヨンナム大統領、そして

　　三池淵管弦楽団などのパフォーマーを含む前例のない高レベルの代表団を派遣した。

　　3月5日、彼は平壌で韓国の国家安全保障局長である鄭義溶と会談した。

　　2018年3月、キムは北京を訪れ、中国共産党の習近平書記長と会談し、政権を握って以来初めての海



　　外旅行を記録した。

　　2018年4月の南北首脳会談で、キムと韓国の文在寅大統領は板門店宣言に署名し、年末までに朝鮮戦

　　争休戦協定を完全な平和条約に転換し、正式に朝鮮戦争を終結させることを約束した。

　　5月7日から8日まで、キムは大連で習近平と会談し、2度目の中国訪問を行いました。

　　5月26日、金総書記は板門店の北朝鮮側で2回目の非通知会合を開き、月と会談して、シンガポールで

　　のドナルド・トランプ米大統領 との首脳会談案について話し合った。

　　6月10日、キムはシンガポールに到着し、リーシェンロン首相と会談しました。 

　　6月12日、キムはトランプとの最初のサミットを開催し、平和、核軍縮、および米国の戦没者の遺体

　　の返還へのコミットメントを確認する宣言に署名した。

　　これは、北朝鮮と米国の指導者間の初めての会合であった。

　　金総書記は９月、平壌で文在寅との別の首脳会談を開いた。

　　金総書記は、米国が相互行動を起こした場合、北朝鮮の核兵器施設を解体することに同意した。

　　両国政府はまた、衝突を防ぐために国境に緩衝地帯を設けることを発表した。

　　2019年2月、キムはベトナムのハノイでトランプとの別のサミットを開催しました。

　　トランプは2日目に合意なしに短縮しました。

　　トランプ政権は、北朝鮮は完全な制裁緩和を望んでいると述べたが、北朝鮮は部分的な制裁緩和のみ

　　を求めていると述べた。

　　2019年4月25日、キムは ロシアのウラジオストクでロシアのウラジーミルプチン大統領と の最初の

　　サミットを開催しました。

　　2019年6月30日、韓国のDMZで、キムは再びトランプと会い、温かく握手し、平和への希望を表明し

た。

　　その後、キムとトランプは文在寅に加わって簡単な会合をした。

　　ストックホルムでの交渉は、2019年10月5日に米国と北朝鮮の交渉チームの間で始まったが、1日後に

　　決裂した。

　　2020年、キムは北朝鮮を孤立させ、集会を制限した後、北朝鮮でのCOVID-19パンデミックとの闘いに

　　成功したと主張した。

　　2020年4月、3週間の公の場からの不在により、キムは重病または死亡したとの憶測が飛び交いました

　　が、健康上の問題の明確な証拠は明らかになりませんでした。

　　おそらく健康上の問題またはCOVID-19のリスクのために、彼はその後の数ヶ月間はめったに公に出て

　　こなかった。 

　　8月、金与正にある程度の権威を譲り、韓国と米国との関係に責任を負わせ、事実上の副司令官にした

　　と報じられた。

　　2020年9月5日、キムは台風メイサックに襲われた地域を視察しました。

　　彼はまた、地方党委員会の委員長に代わり、平壌当局に復興努力を主導するよう命じた。

　　彼の与党はまた、市と州の役人に厳しい罰を与えることを約束し、彼らは住民を災害から守ることが

で

　　きなかったと述べた。

　　金総書記は、２０２１年１月上旬に開かれた第８回朝鮮労働党大会で、経済計画の失敗を認め、首相

の欠

　　点を非難した９時間の報告書を提出した。

　　彼はまた、国の核能力を称賛し、北朝鮮の主要な敵として米国に演説した。

　　議会は、2012年に金正日に「永遠に」与えられた称号である朝鮮労働党書記長の職務を復活させ、金

正恩

　　を選出した。



　　2021年2月、国営メディアはキムを英語の記事で「大統領」と呼び始めました。

　　2021年11月、韓国国家情報院は、北朝鮮政府が金正恩を中心とした独立した思想体制を確立するため

に「

　　金正恩」という用語を使い始めたと報じた。

　　アナリストのケン・ガウゼは、これをキムが「レジームにしっかりと印を付ける準備ができている」

と説

　　明しました。

　　2022年1月、北朝鮮のKCTVドキュメンタリー「2021年、偉大な勝利の年」が公開されました。

　　これは、キムの突然の体重減少とまれな公の場での出演に対処しているようです。

　　北朝鮮が「挑戦」と「史上最悪の困難」に直面している間、キムの体は2021年に人々のために「苦し

んだ

　　」ので「完全に枯れた」と言われました。

　　金正日の料理人である藤本健二は、金正恩を「古いブロックからのチップ、顔、体型、性格の面で父

親の

　　唾を吐くイメージ」と説明しました。

　　キムはバスケットボールのファンであり、彼のお気に入りのチームにはシカゴブルズとロサンゼルス

レイ

　　カーズが含まれます。

　　2013年2月26日、金正恩はデニス・ロッドマンに会いました。

　　これにより、多くの記者は、ロッドマンがキムに会った最初のアメリカ人であると推測しました。

　　ロッドマンの旅行中、副誌の特派員ライアン・ダフィーは、キムは「社会的にぎこちなく」、アイコ

ンタ

　　クトを避けたと述べた。

　　世宗研究所のチョン・ソンチャンによれば、金正恩は彼の人々の福祉に大きな関心を持っており、父

親よ

　　りも彼らとの交流を深めている。

　　2018年4月の首脳会談でキムを見た韓国人は、キムを率直で、ユーモラスで、気配りがあると述べた。

彼

　　に会った後、ドナルド・トランプは「彼が才能のある人だと知った。

　　彼が彼の国をとても愛していることも知った」と語った。

　　キムは「素晴らしい性格」で「とても頭がいい」と付け加えた。

　　フォーブス誌は、キムを2018年に世界で36番目に強力な人物としてランク付けし、韓国人の中で最も

高い

　　人物にランク付けしました。

　　2013年の世論調査では、韓国の脱北者の61.7％が、金正恩はおそらく彼の同胞のほとんどに支持され

てい

　　ると述べました。

　　これは、2年前に行われた同様の調査での父親の55.7％の承認率からの増加です。

　　2018年5月の南北首脳会談後に実施された韓国人の世論調査では、回答者の78％が、数か月前の10％の

承認

　　と比較して、キムを信頼していると述べました。

　　ニックネーム「KimFattythe Third」（中国語：金三胖;拼音：JīnSānPàng ）は、2016年後半にウェブ

サイ

　　トBaiduとSina Weiboの中国ユーザーの間で流行し始めました。

　　これに応じて、北朝鮮政府は中国政府にすべての中国のウェブサイトでニックネームを検閲します。

　　International Business Timesは、キムが北朝鮮の周りに17の豪華な宮殿、100台の（主にヨーロッパ

の）

　　高級車の保持、プライベートジェット、および100フィート（30 m）のヨットを持っていると報告しま

した。



　　ロッドマンは、金正恩が所有するプライベートアイランドへの旅行について次のように述べていま

す。

　　「ハワイ、イビサ、またはアルバのようなものですが、そこに住んでいるのは彼だけです。

　　2012年、ビジネスインサイダーは、「金正恩が乗っ取って以来、北朝鮮から這い出ている高級品の増

加の

리설주　　兆候があった」と報告し、彼の「妻の李雪主（ ）は北朝鮮の平均年収である約1,594ドル相当の高

価

　　なディオールのハンドバッグのように見えるものを持って写真を撮った。

　　外交筋によると、「金正恩は父親のように一晩中飲んだりパーティーをしたりするのが好きで、二日

酔い

　　や倦怠感を克服するために[輸入サウナ]機器を注文した」。

　　2018年、キムは、国際的な制裁に違反する違法な輸送ネットワークを通じて、それぞれ50万ドル相当

の2台

　　の装甲メルセデス-マイバッハS600の納車を受けました。

　　2009年の報告によると、金正恩は糖尿病であり、高血圧に苦しんでいた。

　　彼はタバコを吸うことでも知られている。

　　金正恩は2014年9月と10月の6週間、公に姿を見せなかった。

　　国営メディアは彼が「不快な体調」に苦しんでいると報じた。

　　以前、彼は足を引きずっていました。

　　彼が再び現れたとき、彼は杖を使っていた。

　　2015年9月、韓国政府は、キムが過去5年間で体脂肪を30 kg（66 lb）増やし、推定総体重が130 kg（

290 

　　lb）に達したようだとコメントしました。

　　2020年4月、キムは20日間公の場で見られず、彼が重病または死亡したという噂につながった。

　　2021年6月、世間の目から1か月間欠席した後、外部のオブザーバーは、キムがかなりの体重が減った

こと

　　に気づきました。

　　彼は10から20kg（22から44ポンド）を失ったと推測されています。

　　2012年7月25日、北朝鮮の国営メディアは、金正恩が李雪主と結婚していることを初めて報道した。

　　20代前半と思われる李氏は、発表前の数週間、金正恩に同行していた。

　　韓国のアナリストによると、金正日は2008年に脳卒中を患った後、急いで結婚を手配し、2人は2009年

に

　　結婚し、2010年に子供をもうけた。デニス・ロッドマン、2013年に訪問した後、彼らには2番目の生ま

れ

　　たばかりの子供、Ju-aeという名前の娘がいたと報告しました。

　　韓国の情報筋によると、この夫婦は2017年2月に性別不明の3人目の子供をもうけたと考えられていま

す。

　　キムは時々妹のキム・ヨジョンを伴っており、彼は彼のパブリックイメージの作成と彼のためのパブ

リ

　　ックイベントの開催に尽力したと言われています。

　　ソウルの東国大学の韓国学教授であるキム・ヨンヒョン氏らによると、金与正氏らの昇進は「金正恩

政権が

　　共存を終えた」という兆候だという。

　　党の主要なエリートポストで世代交代を実施することにより、前の金正日政権の残党と一緒に」。

　　2017年2月13日、金正恩の亡命した異母兄弟である金正男は、クアラルンプール国際空港の第2ターミ

ナルを

　　歩いているときに、神経ガスVXで暗殺されました。



　　金正恩が暗殺を命じたと広く信じられている。




