
既知のプライモーディアル一覧

プライモーディアルがどれだけ存在するかについては、誰に

もわからない。宇宙の始まりに幾百が生まれ、彼らの名や行な

いを定命の者の伝説が伝えるはるか昔に多くが暁の戦で殺さ

れた。最弱のプライモーディアルでさえ、もっとも強い定命の英

雄以外を圧倒し、王国をたいらげる、恐るべき破壊の力を振る

うモンスターである。最強のプライモーディアルともなれば神々

でさえそれを恐れるほどに強い。

ここで紹介するのはもっぱらアイビアトリル世界で存在が確

認されているものと、砂漠世界アサスで発見された 1組を含む、

多くのプライモーディアルの一覧である。暁の戦の主戦場は数

多くあり、アイビアトリルとアサスも他の数多い定命の世界同様

に神々とプライモーディアルの戦に苦しめられた。これらアイビ

アの(あるいはアサスの)プライモーディアルが故郷の世界を以

外でも知られているかどうかは疑わしい。複数のプライモーディ

アルが似通った自然を支配しているのは、これらの存在が(数

柱の神々とは違い)凝縮された自然であったり、肉体の存在が

多元宇宙のある特定の角度に根ざしており、複数の世界へ同

時に存在できないことを示唆している。

多くのプライモーディアルは大霊――広大な元素の領域を

支配し、忠誠を誓う大量の下位クリーチャーがいる――に分類

できる。この群は元素大公を含み、この項のはじめに詳述した。

いくつかのプライモーディアルは人間から神格として崇拝され、

パンテオンの一員に数えられている。たとえこれらの存在が本

当は神格ではなくとも、彼らは自分の僧侶に元素の力を授け、

定命の信者の主として崇拝される。アビスによって変異したか

吸収されたプライモーディアルはこの一覧に含まれない。デモ

ゴルゴン、オルクス、そしてバフォメットのようなプライモーディア

ルではないデーモン・ロードのクリーチャーはよりきちんと記述

されている。

既知のプライモーディアル

名前 異名/称号 現状 備考

アチャザール 憤怒の柱 休眠 アイビアのターマルンを支配する火のプライモーディアル

アカディ 風の女王 神格 元素大公だがトリルでは空の女神として信仰されている

アル・カン・サン 破壊の風 自由 強大、“元素の渾沌”で荒れ狂う埃の嵐

アルヨルヴォイ - 不明 水と泥に隠れたプライモーディアル

アランバー - 死亡 太古に殺害;その精髄はアイビアに広がる鋼色の空の原因となる

アスゴラス 世界形成者 神格 トリルに隕石を落とすプライモーディアル、落星海を生み、ドラゴン

のパンテオンで信仰される

アトロプス 生まれえざる死 自由 強力な不死のプライモーディアル、アトロパルを生み出す

バルコス 呻りの王 幽閉 首だけのプライモーディアル、体無しでは力が出ない

ベンハダル 勇猛な暴風 自由 大霊、海に住む善のクリーチャーの王

ボレム 煮え立つ泥湖 死亡 失われたトリル 7神の1柱;ベイン、ミアクル、そしてバールが定命

だった頃に殺害された

ブリスティア・ペル 消えざる炎の姫 死亡 火の大霊、混沌の女王との戦いで殺される

ブリャクス 混沌の巨像 休眠 無数のかけらに砕かれる;その血からはヒュドラが誕生した

ビウィンビ 粘体男爵 死亡？ 大霊、悪の粘体クリーチャーの大公;オルクスに殺されるが新たな

ビウィンビが誕生

カスタナミー 砕汗 休眠 ストームおよびクラウド・ジャイアントの後援者、海に埋葬された

チャン 静かなる 自由 大霊、善の風クリーチャーの女王

チュリンブラ 岩漿公 幽閉 大霊、悪のマグマのクリーチャーの大公

クリョナクス 冷気の元素大公 幽閉 大霊、悪の冷気クリーチャーの大公

クリスターレ 鉱物王 自由 大霊、鉱物クリーチャーの大公

デンダー 夜の大蛇 幽閉 アイビアトリルの旧き邪悪;世界を滅ぼす宿命を持つ

ドゥルバーガル - 死亡 オーリルに殺されたアイビアトリルの氷のプライモーディアル

エフカーク 煙公 自由 大霊、煙のクリーチャーの大公、フュームの領主

エントロピー - 幽閉？ スフィア・オヴ・アニヒレーションとして固定された;現在は自由か？

エラクフス 恐怖王 死亡 イオを 2つに引き裂き、バハムートとティアマトに敗れた

ガラシュ - 不明 悪の種子の探索中消失したプライモーディアル

ガルガシュ - 死亡 トログを呪ったアンダーダークのプライモーディアル

ガズラ 変容帝 自由 大霊、灰のクリーチャーの王

グランバー 土王 神格 トリルでは土の神格として信仰されてる元素王

ハエムナトゥン 血王 死亡 アボミネーションの創造者;遺骸はアストラル海を漂う



既知のプライモーディアル (続き)

名前 異名/称号 現状 備考

ヘルマー 砂の処罰者 自由 アサスの地下にいるヒュドラのようなプライモーディアル

ヘウールケト 衰えぬ嵐 幽閉 ヘスタヴァールに拘束された嵐のプライモーディアル

イクチャラウ 満たされぬもの 自由 無のプライモーディアル、無関心かつ超然

イルメス - 死亡 殺害されたプライモーディアルで現在はヴェステイジとなる

アイミックス 火の元素大公 幽閉 大霊、悪の火のクリーチャーの大公

イスティシーア 水王 神格 トリルでは水の神として信仰される元素王

カルシミス シャルの暴君 不明 アイビアのプライモーディアルで、シャルの地の統治者

ケゼフ 混沌の猟犬 自由 アイビアトリルで定命の魂を狩る旧き邪悪

コスース 火王 神格 トリルでは火の神として信仰される元素王

ロールモック 潮汐の操り手 死亡 長い間死んでいるプライモーディアル

マエゲラ - 休眠 ゴーントルグリムの地下に捕らえられて休眠中の火のプライモー

ディアル

マラム 大槍 幽閉 失われたトリル 7神の1柱;“元素の渾沌”の古代山脈に封印され

ている

ミスカ 狼蜘蛛 追放 ロッド・オヴ・セブン・パーツにより追放されたデーモンめいたプライ

モーディアル

ムアルター 雷の大蛇 幽閉 モラディンが鍛えた鎖で縛られている

ムルグレミール 腐る丘 自由 ブラックマイアに出没する汚物と腐敗のプライモーディアル

ネフシュッタ - 不明 グラウル要塞を建造したプライモーディアル

ネカル 成長する深淵 死亡 ペイロア、コード、ベイン、セイハニーンにより殺害された水のプラ

イモーディアル

ニヒル - 死亡 非存在のプライモーディアル、バハームトが倒す

オグレモク 土の元素大公 幽閉 大霊、悪の土のクリーチャーの大公

オルヒドラ 水の元素大公 幽閉 大霊、悪の水のクリーチャーの大公

ピラノス 世界を動かすもの 幽閉 土、火、霜のプライモーディアル;ジャイアントの後援者

混沌の女王 - 休眠 デーモンめいたプライモーディアルあるいはオビリスで現在はアビ

スの階層、茹だり沼で休眠している

ローン 激怒のローン 休眠 強力で、憎しみを持つ、溶岩のようなアイビアのプライモーディアル

セヒル - 死亡 暁の戦最後の戦いでコードに殺されたプライモーディアル

シャンガー 無冠者 幽閉 火のプライモーディアル

シャックス 破壊者 死亡 死亡した海のプライモーディアル;現在はヴェステイジとなる

シサンチャック 終わらざる冬 幽閉 氷のプライモーディアルでアストラルの小島フロストバーンに囚わ

れている

ソルカラ 大海嘯 幽閉 粉砕する深淵と氷の冷気のプライモーディアルでメローラ、コード、

そしてセイハニーンに敗北した;氷河に幽閉中

スン・シン 虚空総督 自由 闇と空に関係ある大霊

スーニース 真の石 自由 大霊、アンダーダークの後援者、スヴァーフネブリンとストーンチル

ドレンが崇めている

シャヴェスラエ 石の女王 死亡 石化している;彼女の肉体はドレサインの宮廷に安置されていた

タブラチティ 青銅の女王 死亡 暁の戦で最初に倒れたプライモーディアル;ベインが殺害した

テロス - 休眠 アイビアトリルのプライモーディアルでヴァーサの空から落下した

タイムスス 黒星 死亡 強力な解体、エントロピーのプライモーディアル

ティフカディ 雷電大公 自由 嵐のプライモーディアル、ヘウールケトの競争相手

テツィファル 山造り 休眠 連なる大地、石化、火山のプライモーディアル;多くの石化能力を

持った種族を創造する

ウブタオ 幻惑者 神格 デンダー砦に幽閉されているアイビアトリルのプライモーディアル;

チュルトの神として信仰されている

ウルアサー 飢えたる口 自由 アサスのモンスターめいたプライモーディアル;シルト・ホラーを産ん

だ

ウルクティィランティロラ - 自由 原初の夢から生まれたプライモーディアル

ウンボラス 凍れる火の王 幽閉 レイヴン・クイーンがパンデモニウムにおびき寄せて捕らえた

ウズリス - 不明 土と泥に隠れたプライモーディアル

ヴィーズヴウ 燃ゆる山 幽閉 火山のプライモーディアル;光輝の場に囚われた

ヴォーシーン - 幽閉 アストラルの小島フロストバーンに囚われた火のプライモーディア

ル

ヤンシビン 風の元素大公 幽閉 大霊、悪の風のクリーチャーの大公

ザーマン・ルル 燃え上がる熾火 自由 大霊、アイミックスとブリスティア・ペルの子

ズートハラク 鉄心 死亡 モラディンに敗れた土のプライモーディアル


