アダム・アーキン
Adam Arkin

生年月日 1956/08/19
出身地

アメリカ／ニューヨーク市ブルックリン

アラン・アーキン (父)
関連人物 アンソニー・アーキン (弟)
マシュー・アーキン (弟)

【フィルモグラフィ】

マスターズ・オブ・セックス
殺人を無罪にする方法

（シーズン４） (2016)

（シーズン２） (2015～2016)

監督
ゲスト出演 :ウォレス・マホー
ニー

クレイジー刑事 ＢＡＣＫＳＴＲＯＭ (2015)

監督

マスターズ・オブ・セックス

監督

（シーズン３） (2015)

ＦＡＲＧＯ／ファーゴ２ (2015)

監督,ゲスト出演

ザ・ブック／ＣＩＡ大統領特別情報官 (2014～2015)

ゲスト出演

ブリッジ

監督,ゲスト出演

～国境に潜む闇

エクスタント

（シーズン２） (2014)

（シーズン１） (2014)

ナース・ジャッキー６ (2014)

監督
監督

マスターズ・オブ・セックス

（シーズン２） (2014)

監督,ゲスト出演 :シェップ・タ
リー

愛と裏切りの銃弾 (2014)

出演

ブラックリスト

監督

（シーズン１） (2013～2014)

イン・セキュリティ

－危険な賭け－ (2013)

サン・オブ・アナーキー
ジ・アメリカンズ

（シーズン６） (2013)

（シーズン１） (2013)

出演 :ブルームホール
監督
監督

セッションズ (2012)

出演 :ジョシュ

ニュースルーム (2012)

ゲスト出演

サン・オブ・アナーキー
The Booth

（シーズン５） (2012)

クローザー

～欲望を喰う男

（シーズン２） (2012)

（ファイナル・シーズン） (2011～2012)

ブレイクアウト・キング

（シーズン１） (2011)

製作
ゲスト出演
監督

ＪＵＳＴＩＦＩＥＤ

俺の正義

リゾーリ＆アイルズ

ヒロインたちの捜査線 (2010)

監督

ＪＵＳＴＩＦＩＥＤ

俺の正義

監督

サン・オブ・アナーキー

（シーズン２） (2011)

監督

（シーズン１） (2010)

（シーズン３） (2010)

監督

監督

シリアスマン (2009)

出演 :離婚弁護士

クローザー

監督

（第５シーズン） (2009)

サン・オブ・アナーキー
Ｌｉｆｅ

真実へのパズル

（シーズン２） (2009)
（シーズン２） (2008～2009)

ゲスト出演
出演 :テッド・アーリー
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Ｌｉｆｅ

真実へのパズル

ザ・リッチズ

（シーズン１） (2007)

出演 :テッド・アーリー

（シーズン１） (2007)

監督

グレイズ・アナトミー３ (2006～2007)

監督

ボストン・リーガル

ゲスト出演

マダム・プレジデント

（シーズン２） (2005～2006)

LAW & ORDER

～星条旗をまとった女神 (2005～2006)

ロー＆オーダー

（シーズン１６） (2005～2006)

ゲスト出演
ゲスト出演

最後の恋のはじめ方 (2005)

出演 :マックス

ビューティフルメモリー (2005)

出演

パパにはヒ・ミ・ツ２ (2003～2004)

出演

ザ・プラクティス／ボストン弁護士ファイル （シーズン８） (2003～
ゲスト出演
2004)
名探偵モンク

（シーズン１～シーズン２第９話） (2002～2003)

監督,ゲスト出演

ザ・ホワイトハウス４ (2002～2003)

ゲスト出演 :スタンリー・キー
ワース医師

殺人保険 (2002)

出演 :ポール・シェインバーグ

ザ・ホワイトハウス３ (2001～2002)

ゲスト出演 :スタンリー・キー
ワース医師

ルイジアナ・スカイ (2001)

監督

ザ・ホワイトハウス２ (2000～2001)

ゲスト出演 :スタンリー・キー
ワース医師

電話で抱きしめて (2000)

出演

シカゴホープ

出演 :アーロン・シャット

（第６シーズン） (1999～2000)

テリーの災難 (1999)

出演

シカゴホープ

出演 :アーロン・シャット

（第５シーズン） (1998～1999)

ハロウィンＨ２０ (1998)

出演 :ウィリアム

ヴァイラスＸ (1998)

出演

ウィズ・フレンズ (1998)

出演 :スティーブ

シカゴホープ

出演 :アーロン・シャット

（第４シーズン） (1997～1998)

バーニング・モンタナ (1997)

出演

クロニクル

出演,出演

倒錯科学研究所 (1997)

シカゴホープ

（第３シーズン） (1996～1997)

出演 :アーロン・シャット

シカゴホープ

（第２シーズン） (1995～1996)

出演 :アーロン・シャット

シカゴホープ

（第１シーズン） (1994～1995)

出演 :アーロン・シャット

LAW & ORDER

ロー＆オーダー

（シーズン３） (1992～1993)

ゲスト出演

ドクター (1991)

出演

たどりつけばアラスカ (1990～1995)

出演

冒険野郎マクガイバー

ゲスト出演

（シーズン４） (1988～1989)

ハイ・スクール・ウルフ (1981)

出演

真珠湾 (1978)

出演
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