ヴァル・キルマー
Val Kilmer

生年月日 1959/12/31
出身地

アメリカ／カリフォルニア州ロサンジェルス

関連人物

ジャック・キルマー (息子)
ジョアンヌ・ウォーリー (元妻)

【バイオグラフィ】
■本名はVal Edward Kilmer。子供の頃から俳優に憧れ、高校卒業後、ハリウッド・プロフェッショナ
ル・スクールにて演技を学ぶ。１７歳で名門ニューヨークのジュリアードに最年少者として入学、ギリ
シャ悲劇の舞台などに立つ。卒業後はショーン・ペンらとブロードウェイに進んで活動を続け、８４年
「トップ・シークレット」で映画デビュー。８６年の「トップガン」ではクールな若手パイロットで注
目を浴びる。９１年、「ドアーズ」でロック界のカリスマ、ジム・モリソンを演じて大きく飛躍。９５
年、「ヒート」ではアル・パチーノとデニーロの競演の中、しっかりとその個性を見せていた。８８年、
「ウィロー」で共演したジョアンヌ・ウォーリーと結婚し、二児をもうける（息子は後のジャック・キ
ルマー）が、９６年離婚。その後シンディ・クロフォードと９６年婚約発表するがこれも破局に終わっ
ている。

【フィルモグラフィ】
ミッシング・タワー (2017)

出演

スノーマン

出演

雪闇の殺人鬼 (2016)

トム・ソーヤー＆ハックルベリー・フィン (2014)

出演

パロアルト・ストーリー (2013)

出演

プレーンズ (2013)

声の出演 :ブラボー

人生短し

ゲスト出演

スペシャル版 (2013)

ライアー・ハウス (2012)

ワイアット・アープ
ルーク・ゴス

リベンジ

出演

－荒野の追跡－ (2012)

ヘル・ブレイカーズ (2012)

出演 :ワイアット・アープ（1907）
出演

Virginia／ヴァージニア (2011)

出演 :ボルティモア

５デイズ (2011)

出演 :ダッチマン

ブラッド・アウト (2011)

出演

キル・ザ・ギャング

出演 :マンディツキー刑事

36回の爆破でも死ななかった男 (2011)

ブラッドワース家の人々 (2011)

出演

エネミー (2010)

出演

ほぼ冒険野郎

出演

ＧＵＮ

マクグルーバー (2010)

［ガン］ (2010)

出演

バッド・ルーテナント (2009)

出演 :スティーヴィー・プルイト

デフロスト (2009)

出演

シティ・オブ・ブラッド (2009)

出演

ハードワイヤー

出演

奪われた記憶 (2009)

スパイ・アサシン (2009)

出演

人体実験

出演

ＥＸ－６ (2009)

ナイトライダー ネクスト (2008～2009)

声の出演 :ＫＩＴＴ

ゴッド・ランド (2008)

出演

プリズン・サバイブ (2008)

出演
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サーティーン (2008)

出演 :マングース

ファイナル・ミッション (2008)

製作,出演

２：２２ (2008)

出演

ＮＵＭＢ３ＲＳ
(2007～2008)

ナンバーズ

～天才数学者の事件ファイル

（シーズン４）

ゲスト出演

デジャヴ (2006)

出演 :FBI捜査官プライズワーラ

狼の街 (2006)

出演

ギャングスター (2006)

出演

モスクワ・ゼロ (2006)

出演

Summer Love (2006)

出演

デルゴ (2006)

声の出演

キスキス，バンバン (2005)

出演 :ペリー

マインドハンター (2004)

出演 :ハリス教官

アレキサンダー (2004)

出演 :フィリッポス

ブラインド・ホライズン (2004)

出演

ドラゴン

出演

～竜と騎士の伝説～ (2004)

アントラージュ★オレたちのハリウッド

（シーズン１） (2004)

ゲスト出演

特捜刑事 スパルタン (2004)

出演

ボブ・ディランの頭のなか (2003)

出演

ワンダーランド (2003)

出演 :ジョン・ホームズ

ミッシング (2003)

出演 :騎兵隊中尉

ハードキャッシュ (2002)

出演 :コーネル

THE SALTON SEA

ポロック

ソルトン・シー (2002)

２人だけのアトリエ (2000)

出演 :ダニー／トム
出演

レッド プラネット (2000)

出演 :ギャラガー

グッバイ・ジョー (1999)

出演

プリンス・オブ・エジプト (1998)

声の出演

アット・ファースト・サイト／あなたが見えなくても (1998)

出演

セイント (1997)

出演

ゴースト＆ダークネス (1996)

出演 :ジョン・ヘンリー・パター
ソン

Ｄ.Ｎ.Ａ. (1996)

出演

愛と勇気の翼 (1995)

出演

バットマン フォーエヴァー (1995)

出演 :バットマン／ブルース・ウェ
イン

ヒート (1995)

出演 :クリス・シヘリス

ＤＥＡＤ

出演

ＧＩＲＬ／狂気の愛 (1995)

トゥームストーン (1993)

出演 :ドク・ホリデイ

トゥルー・ロマンス (1993)

出演 :助言者エルビス

ブロンディー／女銀行強盗 (1993)

出演

サンダーハート (1992)

出演

ドアーズ (1991)

出演 :ジム・モリソン

もういちど殺して (1989)

出演

ビリー・ザ・キッド (1989)

出演

ウィロー (1988)

出演

エリオット・バーンズの帰還 (1987)

出演

トップガン (1986)

出演 :アイスマン

天才アカデミー (1985)

出演

トップ・シークレット (1984)

出演
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