ベネディクト・カンバーバッチ
Benedict Cumberbatch

生年月日 1976/07/19
出身地

イギリス／ロンドン

関連人物

ティモシー・カールトン (父)
ワンダ・ヴェンサム (母)

【バイオグラフィ】
■本名はBenedict Timothy Carlton Cumberbatch。共に俳優の両親の間に生まれ、名門パブリック・ス
クール在学時に演技を学び始める。その後マンチェスター大学やロンドン音楽演劇アカデミーでも演技
を追究し、数々の舞台で経験を積む。2004年のＴＶムービー「ベネディクト・カンバーバッチ ホーキ
ング」で注目され、「つぐない」「ブーリン家の姉妹」などに出演。日本ではＴＶシリーズ「ＳＨＥＲ
ＬＯＣＫ（シャーロック）」で広く知られることとなり、スピルバーグ監督作「戦火の馬」や「ホビッ
ト」シリーズといった大作、話題作に次々とキャスティングされる。「それでも夜は明ける」では奴隷
オーナー、「８月の家族たち」では頼りない青年、「スター・トレック イントゥ・ダークネス」では
悪役をそれぞれ好演し、実在の天才数学者を熱演した「イミテーション・ゲーム／エニグマと天才数学
者の秘密」(14)ではかねてから備えていたその実力が賞レースでの高評価により認められ、アカデミー
賞主演男優賞にも初ノミネートされた。次代を担う国際的な英国俳優として最も有望視されている一人
となり、今後も期待作が続々と控えている。

【フィルモグラフィ】
The Mauritanian（原題） (2021)

出演

エジソンズ・ゲーム (2019)

製作総指揮,出演 :トーマス・エジソン

1917 命をかけた伝令 (2019)

出演 :マッケンジー大佐

アベンジャーズ／エンドゲーム (2019)

出演 :スティーヴン・ストレンジ／ドクター・スト
レンジ

ブレグジット ＥＵ離脱 (2019)

出演

グッド・オーメンズ (2019)

出演

ビトウィーン・トゥ・ファーンズ：ザ・ムービー (2019)

出演

おちゃのじかんにきたとら (2019)

声の出演 :お父さん

グリンチ (2018)

声の出演 :グリンチ

アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー (2018)

出演 :スティーヴン・ストレンジ／ドクター・スト
レンジ

パトリック・メルローズ (2018)

製作総指揮,出演

モーグリ：ジャングルの伝説 (2018)

出演 :シア・カーン

マイティ・ソー バトルロイヤル (2017)

出演 :ドクター・ストレンジ

ＳＨＥＲＬＯＣＫ（シャーロック）４ (2017)

出演 :シャーロック・ホームズ

WALK WITH ME

ナレーション

マインドフルネスの教え (2017)

チャイルド・イン・タイム (2017)

製作総指揮,出演

【劇場版】 嘆きの王冠 ～ホロウ・クラウン～／リチャード
出演
三世 (2016)
【劇場版】 嘆きの王冠 ～ホロウ・クラウン～／ヘンリー六
出演
世 Part 2 (2016)
【劇場版】 嘆きの王冠 ～ホロウ・クラウン～／ヘンリー六
出演
世 Part 1 (2016)
ドクター・ストレンジ (2016)

出演 :ドクター・ストレンジ

ホロウ・クラウン／嘆きの王冠 （シーズン２） (2016)

出演
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ズーランダー NO.2 (2016)

出演

ＳＨＥＲＬＯＣＫ／シャーロック 忌まわしき花嫁 (2015)

出演 :シャーロック・ホームズ

ブラック・スキャンダル (2015)

出演 :ビリー・バルジャー

ナショナル・シアター・ライヴ２０１６／ハムレット (2015) 出演
ペンギンズ from マダガスカル

ザ・ムービー (2014)

声の出演 :シークレット

イミテーション・ゲーム／エニグマと天才数学者の秘密
(2014)

出演 :アラン・チューリング

ホビット

出演 :スマウグ

決戦のゆくえ (2014)

ＳＨＥＲＬＯＣＫ（シャーロック）３ (2014)

出演 :シャーロック・ホームズ

これがクリスティアーノ・ロナウドだ! 地球上で最も議論され
出演
るアスリート (2014)

クリスティアーノ・ロナウド －神に選ばれし男－ (2014)

ナレーション

８月の家族たち (2013)

出演 :リトル・チャールズ

それでも夜は明ける (2013)

出演 :フォード

ホビット

出演 :スマウグ

竜に奪われた王国 (2013)

スター・トレック イントゥ・ダークネス (2013)

出演 :ジョン・ハリソン

フィフス・エステート／世界から狙われた男 (2013)

出演 :ジュリアン・アサンジ

ＳＨＥＲＬＯＣＫ（シャーロック）２ (2012)

出演 :シャーロック・ホームズ

パレーズ・エンド (2012)

出演 :クリストファー・ティージェンス

ミスティック・アイズ (2011)

出演 :デイヴィッド

フランケンシュタイン：ベネディクト as クリーチャー版
(2011)

出演 :クリーチャー

フランケンシュタイン：ベネディクト as フランケン版
(2011)

出演 :フランケンシュタイン博士

裏切りのサーカス (2011)

出演 :ピーター・ギラム

戦火の馬 (2011)

出演

僕が星になるまえに (2010)

出演 :ジェームズ

ＳＨＥＲＬＯＣＫ（シャーロック） (2010)

出演 :シャーロック・ホームズ

トゥルース 闇の告発 (2010)

出演

ゴッホ

出演

真実の手紙 (2010)

スモール・アイランド (2009)

出演

ブーリン家の姉妹 (2008)

出演 :ウィリアム・ケアリー

ラスト・エネミー 監視国家の陰謀 (2008)

出演

アガサ・クリスティー ミス・マープル４ 「殺人は容易だ」
出演 :ルーク・フィッツウィリアム
(2008)
つぐない (2007)

出演 :ポール・マーシャル

二人 (2007)

出演

アメイジング・グレイス (2006)

出演 :ウィリアム・ピット

新世界

出演

～航海の果てに～ (2005)

ベネディクト・カンバーバッチ

ホーキング (2004)

ダンケルク 史上最大の撤退作戦・奇跡の１０日間 (2004)

出演
出演
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