ハリソン・フォード
Harrison Ford

生年月日 1942/07/13
出身地

アメリカ／イリノイ州シカゴ

キャリスタ・フロックハート (妻)
関連人物 テレンス・フォード (弟)
メリッサ・マシスン (元妻)
【バイオグラフィ】
■ウィスコンシン州のリポン・カレッジで哲学と英文学を専攻したが、修士学位の授与が無いことを理
由に中退。以後、役者を目指しウィリアムズ・ベイの夏期巡業に参加。ロサンジェルスに移り演技学校
で学ぶ。６６年にコロンビア映画と７年契約を結び「現金作戦」のチョイ役で映画デビュー。しかし芽
が出ず１年で契約は解約。その後、ユニヴァーサルと契約して「テキサスの七人」などに出演するが、
やはり陽の目を見ず、一時は生活のために大工として生計を立てていた（セルジオ・メンデスの録音ス
タジオを作ったこともある）。が、その時の縁で知り合った映画プロデューサーのフレッド・ルースの
紹介で７３年の「アメリカン・グラフィティ」に出演。その演技に注目したコッポラは「カンバセーショ
ン…盗聴…」で彼を起用。そして「スター・ウォーズ」のハン・ソロ役で大ブレイク。「地獄の黙示録」
などに出演した後、彼の代名詞とも言える「レイダース／失われたアーク《聖櫃》」のインディ・ジョー
ンズ役でスターとしての地位を確立し、後は話題作を続出する大スターとなる。８３年「Ｅ.Ｔ.」の脚
本家メリッサ・マシスンと再婚。００年に別居している事を告白しその後元の鞘に納まったに見えたが
８月に法的別居に踏み切り、０１年から離婚手続きを開始。０４年に離婚に至った。その後長年に渡っ
て交際が続いていたキャリスタ・フロックハートと１０年に正式結婚。実は既に“おじいちゃん”でも
ある。ちなみにあごの傷は７２年、運転中の事故によるもの。俳優のテレンス・フォードは実の弟。

【フィルモグラフィ】
野性の呼び声 (2020)

出演 :ソーントン

地獄の黙示録

出演 :ルーカス大佐

ファイナル・カット (2019)

スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け (2019)

出演 :ハン・ソロ

ペット２ (2019)

声の出演 :ルースター

ブレードランナー 2049 (2017)

出演 :リック・デッカード

スピルバーグ！ (2017)

出演

スター・ウォーズ／フォースの覚醒 (2015)

出演 :ハン・ソロ

アデライン、100年目の恋 (2015)

出演 :ウィリアム・ジョーンズ

エクスペンダブルズ３

出演 :ドラマー

ワールドミッション (2014)

パワー・ゲーム (2013)

出演 :ジョック・ゴダード

エンダーのゲーム (2013)

出演 :ハイラム・グラッフ大佐

４２

～世界を変えた男～ (2013)

俺たちニュースキャスター

出演 :ブランチ・リッキー

史上最低!?の視聴率バトルinニューヨーク (2013)

出演

ポール・マッカートニー／THE LOVE WE MAKE ～9.11 からコンサート・フォー・ニューヨーク・シティへの軌跡 (2011)

出演

カウボーイ＆エイリアン (2011)

出演 :カーネル・ウッドロー・ダラー
ハイド

恋とニュースのつくり方 (2010)

出演 :マイク・ポメロイ

小さな命が呼ぶとき (2010)

製作総指揮,出演 :ロバート・ストーン
ヒル博士

正義のゆくえ

出演 :マックス・ブローガン

I.C.E.特別捜査官 (2009)

アニエスの浜辺 (2008)

出演

インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国 (2008)

出演 :インディアナ・ジョーンズ

デンジャラス・デイズ／メイキング・オブ・ブレードランナー (2007)

出演

ファイヤーウォール (2006)

出演 :ジャック・スタンフィールド

ハリウッド的殺人事件 (2003)

出演 :ジョー・ギャヴィラン

ハリソン・フォードの‘フォース’ (2003)

出演

Ｋ－１９ (2002)

製作総指揮,出演 :アレクセイ・ボスト
リコフ艦長

地獄の黙示録・特別完全版 (2001)

出演 :ルーカス大佐

ホワット・ライズ・ビニース (2000)

出演 :ノーマン・スペンサー

ランダム・ハーツ (1999)

出演 :ダッチ
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６デイズ／７ナイツ (1998)

出演

エアフォース・ワン (1997)

出演 :合衆国大統領ジェームズ・マー
シャル

スター・ウォーズ／ジェダイの復讐
スター・ウォーズ／帝国の逆襲
スター・ウォーズ

特別篇 (1997)

出演 :ハン・ソロ

特別篇 (1997)

出演 :ハン・ソロ

特別篇 (1997)

出演 :ハン・ソロ

デビル (1997)

出演 :トム・オミーラ

サブリナ (1995)

出演

百一夜 (1994)

出演

今そこにある危機 (1994)

出演 :ジャック・ライアン

ジミー・ハリウッド (1994)

カメオ出演

逃亡者 (1993)

ハリソン・フォード
アドベンチャー・オブ
(1993)

出演 :リチャード・キンブル医師

ヤング・インディ・ジョーンズ

ディレクターズカット／ブレードランナー

チャプター20

ミステリー・オブ・ザ・ブルース

1920年シカゴ篇

最終版 (1992)

出演
出演 :リック・デッカード

パトリオット・ゲーム (1992)

出演 :ジャック・ライアン

ハート・オブ・ダークネス／コッポラの黙示録 (1991)

出演

心の旅 (1991)

出演

推定無罪 (1990)

出演

インディ・ジョーンズ／最後の聖戦 (1989)

出演 :インディアナ・ジョーンズ

ワーキング・ガール (1988)

出演 :ジャック・トレイナー

フランティック (1988)

出演 :リチャード・ウォーカー

モスキート・コースト (1986)

出演 :アリー・フォックス

刑事ジョン・ブック／目撃者 (1985)

出演 :ジョン・ブック

インディ・ジョーンズ／魔宮の伝説 (1984)

出演 :インディアナ・ジョーンズ

スター・ウォーズ／ジェダイの復讐 (1983)

出演 :ハン・ソロ

ブレードランナー

出演 :リック・デッカード

ファイナル・カット (1982、2007)

ブレードランナー (1982)

出演 :リック・デッカード

レイダース／失われたアーク《聖櫃》 (1981)

出演 :インディアナ・ジョーンズ

スター・ウォーズ／帝国の逆襲 (1980)

出演 :ハン・ソロ

地獄の黙示録 (1979)

出演 :ルーカス大佐

ハノーバー・ストリート／哀愁の街かど (1979)

出演 :デヴィッド・ハロラン

フリスコ・キッド (1979)

出演

ナバロンの嵐 (1978)

出演

スター・ウォーズ (1977)

出演 :ハン・ソロ

幸福の旅路 (1977)

出演

ブルー・ファイア (1977)

出演

アメリカン・グラフィティ (1973)

出演 :ボブ・ファルファ

カンバセーション…盗聴… (1973)

出演

燃えよ！カンフー (1972～1975)

ゲスト出演

警部ダン・オーガスト (1970～1971)

ゲスト出演

…ＹＯＵ… (1970)

出演

砂丘 (1970)

出演

荒野の侵略者 (1970)

出演

テキサスの七人 (1968)

出演

鬼警部アイアンサイド (1967～1975)

ゲスト出演

大いなる砲火 (1967)

出演

現金作戦 (1966)

出演
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