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食べてきたもので人の体が形作られるように、想像力もま
たそれまでに見聞きしたり読んできたものによって形作られま
す。 幼い頃から摂取してきたイメージというのは、あとになっ
てそれがくつがえされたりしてもなかなか拭いきれません。

筆者にとって領主と領民という関係のイメージがそれでした。
筆者が小学生だった1980年代、地方ＵＨＦ局では午後三時こ
ろから時代劇の再放送がありまして、江戸を捜査したり、三
匹が斬ったりしており、そこではしばしば土地の権力者（代官、
豪商など）が民を虐げていました。

ほかにも黒澤明の『七人の侍』や白土三平の『忍者武芸帖』
などの戦国時代を舞台にした時代劇（書いてて気がつきました
が、古い上に偏っていますね！）でも苦しむ農民と圧政を敷く
権力者という構造が示されているため、「 そういうものだった
のだ」と思っていたのですが、実際にはそう単純なわけもなかっ
たようで。 自治を行なう領民の意向を領主は必ずしも無視で
きなかったり、領民が他領に対してやらかしたことから戦端
が開き、領主がその後始末をする羽目になったりということ
もあったようです。 確かに『七人の侍』でも、農民たちが単な
る被害者ではない、と言うことは描かれておりました。
『 グランクレストＲＰＧ』の世界観がモデルとしているのは
中世日本ではなく中世ヨーロッパですが、あちらでも“ ノル
マン人の悪代官に抵抗する義賊ロビンフッド”という物語が
あり、これまた同様に、かつて領主は村に対する絶対的専制
君主と考えられていたのですが、実際の村は住人の自治に任
されることも多かったとわかっています。

つまるところステロタイプはステロタイプに過ぎず、現実
は時に物語よりも多様なのだ、ということなのですが、テレ
ビでの時代劇が激減した今、「Role&Roll」をご覧の若いゲーマー
はどんな風に領主と領民の関係をイメージしているのでしょう？ 
興味があります。

アトラタンを歩く。 最後になる今回は、アトラタンの大
地で一番ＰＣ達と関わるはずにもかかわらず背景となること
の多い領民達について考えてゆきます。

この記事は既刊の『 グランクレストＲＰＧ』ルールブック
１および２、サプリメント『アドバンスフォース』そして『グ
ランクレスト戦記データブック』の記述を元にしています。

適宜『グランクレスト戦記』をはじめとする小説やリプレイ
の内容を引用することともありますが、それらの内容は基本
的に各物語における特例と考えています。 また同様に、以下
の記事のフレーバー部分の記述は筆者の想像であり、公式な
世界観記述とは厳密に一致するものではありません（ＴＲＰＧ
的に言うならば“隣の卓”の記述、とお考え下さい）。

老いたる“槍”の憂鬱
がらがらん、と大槍の転がる音が虚ろな広間に響いた。
千斤の重さを持ち、常人では持ち上げることすら難しい槍。
彼と共に五十年。戦場、陣幕、玉座、常にかたわらにあっ

た豪槍である。
彼と同じように、曲らず、真っ直ぐで、戦では常に陣の最

前にあった。
その槍が、転がっている。
玉座に倒れ込むように座ると、彼は嘆息した。
一騎当千、万夫不当。
その名に冠されたいずれの言葉も今は虚しい。

「お前はよう、おれに、前だけを見させてくれてたんだなあ」

語る先には、白木の棺が一つ。
そこには玉座にある彼と同じくらいに顔に皺を刻み、髪に

霜を散らした老人が永久の眠りについていた。
胸には一本の魔

タ ク ト

法杖が横たえられている。

「お前がよう。逝っちまうまで、おれはよう。
みんながみんな、おれと同じ気持ちで戦ってくれてると思っ

てたんだよ。でもなあ、そんなはずはないよなあ。
あのとき、一緒におれの旗の下に立ってくれた仲間は、み

んなそっちに逝っちまったんだもんな。
今日のお前の弔いでよう。この広間に集まった連中の顔を

見て、おれはおたついちまったよ。
青黒いけものみたいなキマイラや、月を喰らう獅子、群狼

の旗の軍勢を前にしたって、びびらなかったおれがだぜ。
だれも、よ。
だれの顔も、よ。
見覚えがなかったんだよ。
みんな、綺麗な服を着て、髭を剃ってて、ぴかぴかの靴で。

『君主様、気を落とされますな』ってな。
そうして、ようやく気がついたよ。
鉱夫頭のジェイの孫。
突撃隊長ウッディの息子。
町長のホーストラック親爺のひ孫。
あいつらが死んで、子供達がこんだけ大きくなって。
その間ずっと戦場にいたんじゃ、知るはず無いよなあ」

肩が震えている。
彼が泣くことは珍しくはなかった。
戦友を失った時、敵の城を抜いた時。感極まって彼が流す

涙を人々は美しいと言い、そして彼の旗の元に集った。
だが、今彼が玉座で流す涙を見るものは居ない。

――もはや領土を広げるのは限界です。
――今は、国内のことを。

そのような声があるのは知っていたが、それでもなお領内
の民の多くは、彼と共に“大陸制覇の大願”を願っていると信
じていたのだ。

だが、そうではなかった。
振り返ればこの数年、魔法師の献策は隣国への牽制であっ

たり、国境を越え被害が及ぶ混沌災害への対処であったりした。
立ちはだかる敵は叩き潰すという彼の聖印にそぐわぬ働き
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ではない。だが、これは本当に大陸制覇への道であるのか。

『おれはよう。この年だから、いつ死ぬかわからねえんだ。
寄り道せずに真っ直ぐな道を示してくれよ』
『何言ってやがる。叩き潰したって死なねえじゃねえか。俺
に任せとけ、ちゃんとオマエの使い方は心得てる』

――なのに、先に逝っちまうなんて。
――みんなはもう戦わなくていいって言う。外にいく時代じゃ

ないって言う。おれにはもう、前がどっちかわからねえ。
――おれはひとりだ。

『グランクレストＲＰＧ』では、ＰＣ達は統治者（とその仲間）
でありながら、領民達との関係については基本的に演出にと
どまり、システム的な処理、データ化はされていません。

例えば領地から得られる資源について考える時、領民との
関係の善し悪しによってその量が変化するというルールは（基
本的には）なく、むしろ変化をもとに領地と領主との関係を
想像するということが、セッションの場で行なわれています。

つまり、国レベルの上昇により、それまで“食糧１”を得て
いた領土が“食糧２”を獲得できるようになったとき、これは、

Ａ）困苦にあえぐ民から血も涙もない搾取が行なわれている。
Ｂ）領主とその統治を喜ぶ民が、精勤を尽くしてくれている。

のどちらでもあり得るので、そこは参加者達が自分達の領
土をどのように発展させたのか考えて肉付けしてゆくわけです。
『グランクレストＲＰＧ』では国の発展・拡大という要素を“国
レベル”という概念で抽象化しており、“領民と領主の関係”
は国管理ルールに織り込まれているので、結果から何が起こっ
ているのかを膨らませて考えてゆけばよいのです。

これは、戦記物語を扱うＲＰＧとして、プレイヤーには領
地の運営に汲々とするよりも、各キャラクターの信念に基づ
く英雄譚を作り上げて欲しい、つまり内政については背景で
済ませ、その分ライバルとの戦いや、丁々発止のやり取りに
意欲を向けて欲しいというデザイン意図があると理解できます。

とはいえ、ＰＣが最初から統治者ということで発生するシチュ
エーション、領民との関係を考えることで生まれてくる物語
は『グランクレストＲＰＧ』ならではのものです。

例えば、リプレイ『ファルドリア戦狼記』第二話において“狼
王子”レグナムは自領の奪還を行ないますが、そのきっかけ
となったのはかつての自領の民が敵国の代官に苦しめられて
いる事実を知ったからです。 それまで気楽に冒険者然として
いたレグナムは、元領民の苦しむ姿に君主としての自覚をう
ながされ、改めて自領を取り戻すことを決意するのです。

このように、セッションにおけるＰＣ達と領民達との関係は、
物語の原動力となり、冒険のギミックに結びつくものです。
ＧＭは提示したい状況に応じてこれを自由に設定し、受けた
ＰＬ達もさらに発展させ、深めてゆくのが楽しいところです。

領主と領民の視線差
「領主様が魔法師殿の献策を受け入れられたのですか!?」

驚きの声が、商工会議所の会議室に響く。
年若い魔法師が、重々しくうなずいた。

「遠征のために集めた傭兵達は、以降はこの領地の巡視、と
くに投影体の対処に当たらせます。正規兵についても騎兵化
はとりやめて、その分を領内の拠点の警備に当てると」
「これで金食い虫の始末がつきましたな！　」

商工会議所の会頭が笑みを浮かべる。
「兵士の志願率も少しは上がる。今度こそ我らの土地を守る
ための戦いだと言えるからな、ありがたい」

これは城の衛視の長。
「それにしても、あの領主様が……。出兵を思いとどまられ
たのはありがたいですが、少し心配にもなりますな」
「老いというのは、それを覚った時にがくりと襲い来るもんだ。
ジェイのとっつぁまも孫に『じいじ』と呼ばれたら、もうよぼ
よぼになっちまったからなあ」
「独立当時の方々で存命の方はいらっしゃらないのですか？」

魔法師が尋ねる。
「そうした方々が領主様のそばにいれば……」

商工会議所の面々は顔を見合わせる。
「いない、よなあ」
「そもそも、領主様とだってなかなか顔を合わせなかった」
「玉座にいるより、陣幕にいるほうが多い人だったからなあ」

――やはり、今の領民達にとってはあの方はよそ者なのか。

魔法師は納得する。ならばと、改めて心を決め、先代の残
した次の策を示した。
「領主様には療養の時間が必要でしょう。知っての通り、我
が領の傭兵隊長は自由騎士。彼に領主様より従属の聖印を
与えていただき、領内の平定を行なわせます」

居並ぶ者達が驚愕し、魔法師の顔を見る。
「それは実質上、譲位ではないか？　そのようなこと領主様

が納得なさるはずがない！」
「あの自由騎士。確かに信義に篤いが流れ者だ。あの方が
認めるかどうか」

――なるほど。先代の見込んだとおり、騎士自身について
は異論はないのだな。

「説得は私にお任せください。これもまた、先代の残された
策にございます」

前述のとおり『グランクレストＲＰＧ』で領民と領主との関
係は国管理ルールの中に抽象化されているわけですが、そも
そもアトラタン世界における領地運営は、君主の持つ聖印、
魔法師および魔法師協会の提供するアカデミー・サポート（そ
してそれらを獲得するための“ カウント”）が重要な要素とな
るため、混沌を滅ぼし、他の君主から聖印を奪うというのが、
領地を発展させる（＝君主の爵位を向上させる）のに一番手っ
取り早い手段であったりします。

国という体裁を整えるには、まずなによりも混沌や戦乱の
はびこるアトラタンの中で存続し続けなければなりません。
そのためには部隊を維持する（資源を費やす）必要がありますが、
その資源の担い手は領民です。

領民が領地の成長を望み、資源の消費に同意し、充分な見
返り（アカデミーサポートなど）があるとき、領民と領主は目
的を同じくできていることになります。 成立して間もない領
地では、領地の存続という点で領民と領主（ＰＣ達）の目的は
一致し、問題は生じません（ 正確には、お互い少々の行き違
いには目をつぶることができるのでしょう）。

領民は生命の保全、生活の安定を望む。 領主は己の地位、
権力を安定を望む。 それらは領内から混沌を駆逐すること、
自領を狙う近隣の領主を退けることで成し遂げられる。

領主と領民の蜜月の時代です。
しかし、領内の混沌災害がおおむね平定され、領民達が安

らかに生活できるようになったあたりで、両者の足並みに乱
れが生じることがあります。

たとえば、領主がさらなる権力を求め自衛以上の目的をもっ
て戦争を行なう場合。 そのための戦費を捻出したのに充分な
見返りが得られなかったなら、たとえその戦いが領外で行な
われ、自分達が直接命や財産を脅かされないとしても、領民
たちは不満を抱くでしょう。

これは、とあるセッションで想定される戦いに備えて、ア
カデミーサポートを領地を支援するもの（「先端医療技術」や「テ
クノロジー提供」など）から、戦争用のアカデミーサポート（「高
品質武具」や「 精鋭部隊」など）およびアーティファクトの獲
得に切り替えたときの状況と言えます。 戦いの前ならば享受
できていたサービスや利益が、戦いによって得られなくなっ
たら、領民はその原因となった戦いにも不満を抱くでしょう。

そして、戦いとは常に結果の想定がしにくいものです。
戦が思いの外長引いた（セッションが１回では終わらなかっ

た）、そもそも戦いに負けてしまった（ ＧＭの出目が走った、
ＰＬの出目が腐った）というのはよくあることです。
（ そしてそこから新たにドラマチックな展開がはじまるとい
うのも、よくあることです！）

また、領主に領土拡大の意欲がなくても、領土を維持する
ための公費（公共事業費や常備軍の費用）がかさむ割りに効果
がない場合。 領民達は不満を述べるかも知れません。

隣国の領主にパンドラの闇魔法師が密かに取り入っている
ことを知り、ＰＣ達はカウントを軍備増強に振り向ける。 し
かしそれを知らぬ領民達は「不必要な軍備だ」といい、領土を
富ます「 資源取引」や「 信用保証」などのサポートを取って欲
しいと言いはじめる……。 なんてことも起こりえます。

つまるところ、生命の安全が確保でき、さらなる発展と富
貴の獲得の可能性がある時、領主には領民の利益代表者とし
ての行動が望まれ、そぐわない場合には不満が生じるのです。

地球上ではこうした場合、領民による領主のすげ替えや追放、
領主という地位の形骸化（ 実質的な統治はその実力を持った
行政府や有力者の合議で行なわれる）、さらには新たな指導者

（領民の利益を最大化する、都合の良い指導者）を領民の中か
ら選ぶということが行なわれたわけですが、アトラタンでは
必ずしもそうした手段をとることができません。

領民のゲーム的性能
キャンペーンの進行などにより、ＰＣと領民とに（正負問わ
ず）深い関わりができたのなら、それをデータとして反映する
というのは良い手法です。自分達の行動が背景世界に反映され
るというのは、物語への没入感を高めてくれるからです。
　先だって発売された『グランクレスト戦記データブック』に
は上級国作成ルールの一環として、国用パーソナリティーズと
いうデータが提示されています。これは、その国にいる特筆す
べき人材（“人”ではないものも複数いますが……）で、それ
ぞれにゲーム的な効果をもっているのです。
　これらのパーソナリティーズを、「ＰＣと領民との関わりに
よって、特筆すべき人材が育った、存在することが明らかになっ
た」、「取り組みによって領民たちが記されたような能力を発揮
するようになった（パーソナリティーズはそれらの代表なので
す）」と解釈して追加してみてはどうでしょう？　もともとこ
れらのパーソナリティーズは、各卓の状況にそぐうように設定
を変更することが推奨されていますので、皆さんの卓にも導入
はしやすいはずです。
　また同サプリメントに掲載されている“伝説”ルールは、そ
の領地に残る伝説とその影響をデータとして再現したものです
が、この中にもＰＣ達が半人半馬のケンタウロスたちと友誼を
結んだならば“半馬人の丘”の伝説を導入するといったように
（ごくごく特殊な例ではありますが）、領民との関わりとして表
せるものが幾つかあります。一読をお勧めします。

異能持つ領民：伝えられる邪紋
『グランクレスト戦記２巻　常闇の城主、人狼の女王』には人

ワーウルフ

狼
からなる集落、吸

ヴァンパイア

血鬼からなる集落が紹介されています。これらの
集落では、多くの住人がライカンスロープやアンデッドの邪紋使い
であり、その個体数の多さは“混沌核を受け入れると死ぬ”という
一般則からは外れています。なぜ、このようなことが可能なのでしょ
うか？
　これらの邪紋使いたちは、ルールブックの記述にあるような独立
独歩唯一無二な邪紋使いではありません。
　吸血鬼については『吸血鬼は血を吸うことで相手の生気を奪い、
血を与えることで相手を一族に加えることができると聞く』（『グラ
ンクレスト戦記２巻、P』191）という記述が（伝聞ではありますが）
あります。つまり、この集落の吸血鬼は一から混沌を取り込んで邪
紋使いとなったのではなく、長たるディミトリエから“眷属として
の自然律”を与えられて邪紋使いとなったのであり、純粋な混沌に
触れるリスクを冒さずに済んだため比較的容易に邪紋使いになれた
のではと推測されます。
　一方、人狼の集落は女王により統治され、その子供達は人狼なの
ですが、集落全員が人狼ではないと言及されています。

「この集落の全員が？」
　かれらとて人狼として生まれてくるわけではない。混沌を体に取
り込み、邪紋を刻み、人
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狼となるのだ。
「全員じゃないわね。外から来た人もいるし、争いを好まないもの
もいるから……」
『グランクレスト戦記２　常闇の城主、人狼の女王』P122より

　この集落では死んだ人狼の混沌核（本文では父親のもの）を受け
継いだり、よそで魔物を狩ったりして手に入れた混沌核を取り込む
という手法で人狼になります。
　推測するに前者の場合は、混沌核を取り込むと言っても、吸血鬼
の例と同様にすでに人狼の傾向を有した混沌核を取り込むことでリ
スクを軽減しているのではないでしょうか。
後者の場合は、他の邪紋使いと同様に純粋な混沌に接しているわ

けですが、混沌核を取り込んで人狼になるための手法、幼い頃から
の修練により混沌に“慣れ”る技術がこの部族には伝えられている
のかも知れません。



現状、領地を統治するのは（例え名目上の存在であっても）
君主でなければならず、そして君主となるには聖印を継ぐこ
とのできる“素質”と、聖印を譲り受けられる“立場”が必要で
す。

領民達は指導者を（完全に）自由には選べないのです。

「君主どうしの戦いに巻き込まれるのは御免だけどね。コン
スタンス家にはなにかと世話になっているし、盟約とやらも
ある。いつもどおり、最低限の手伝いはしておあげ」
ゼルマは報告に来た魔女に言った。
（中略）
「集落の人々にもあまり欲を出さないようにように注意して
おくことだね。うかつに手を出すと集落を焼き尽くされるか
も知れないからね」
君主達は領民には手を出さない。領民というのは爵位制度
で保証された報酬のひとつだからだ。だが、領主に協力して
民兵となった場合は、その限りではない。村全体が攻撃対象
とされることもあった。

『グランクレスト戦記３　白亜の公子』P.13より

引用したとおり、アトラタン大陸においては、アカデミー
の示した爵位制と、それに基づく交戦規定により君主同士

4 4 4 4

の
戦いで領民を攻撃することは基本的に行なわれません。

したがって己の利益を鑑みた場合、直面した戦乱に対して
取る態度もさまざまなものが考えられます。

攻め込んできた君主が今の君主にとって変わることを望ま
ないのなら、領民たちは今の君主に協力するでしょう。 食糧
を城に運び込み、戦える者達は民兵となり、自分の村を要塞
化し、橋を壊して行軍を阻み、作物の取り入れが間に合わな
いとなったら、「 敵に食糧を与えるよりは」と畑に火を放つこ
ともためらわないのかも知れません。

一方で租税の納め先が変わるだけと日和見を決め込むのなら、
村に引きこもり、邪魔もせず協力もせずとなるでしょう。 こ
うした村は、戦局がはっきりしたなら真っ先に有利な側に協
力するのかもしれません。 疲弊しきって敗走するＰＣ達の前

に敵領の民兵達が、というのは負け戦を実感させます。
（ すでにメインの戦闘で雌雄は決しているので、この場合は
実際に戦闘を行なう必要は無く、演出で構わないでしょう。）

重要なこととして、物事の解決手段として広く暴力が行使
される状況では、原題の私たちの常識とは異なり領民が戦乱
を望まないとは必ずしも言えません。

勝ち戦がだいぶ見込めて、その戦いで自分達にも利益があ
るのなら、そもそも戦いや略奪を良しとするなら（グランクレ
スト戦記４巻でのノルドの民のように！）喜んで他国を侵略し
資産を奪うのです。

抜けるような青空であった。
街道を一人、徒

か ち

歩にて行く者がいる。
日に焼け、幾つもの皺が刻まれた顔。霜の降りた鬢。
老いた姿にも関わらず、すたすたと健やかに歩く
だが、道行くものが目を止めるのはその豪槍。

「先代の遺言をお伝えします。
『我が君が覇道の道ならし、一足先にヴァルハラにて仕る。

我が君におかれましては、戦乙女の迎えあるまで、槍に恥
じぬ戦いを続けられますよう。

なお、あの世の戦いに有象無象は足手まとい。
道に迷うような歳でなし。一人でゆるりと参られよ』、と」

老君主は笑って歩む。
ああ、そうであったよ。お前はそういうやつであったよ。
お前は、おれに前だけをみせてくれるやつであったよ。
聖印の力のおおかたを譲り、隠居するとつげたときのあい

つらの顔をおまえに見せてやりたかったぞ。
そして、領地を、民を振り捨てて、槍一本になったこの身

の晴れやかさを、心と身の軽さを！
まるで、おまえと出逢った時のようだ。

おれは、前にさえ行ければ良かったのだ。
おれは、立ちはだかる者を殴れれば良かったのだ。
おまえはおれという槍の向かう先を教えてくれていた。
お前の残した文は見たぞ。

白面の魔王、人間山脈、燃える闘魂、王者の魂。
この世にはまだ、おれが戦うべき強者がいるのだな。

片目の王の館でまっていろ。土産話をたっぷり聞かせてやる。

ワークス特技：共通
　以下に、ワークスの種類に関係なく
取得できる特技を紹介する。

回
か い ひ せ ん ね ん

避専念
最大レベル：１	 種別：共通
タイミング：待機の宣言時
判定：－	 対象：自身
射程：－	 目標値：－
コスト：３
効果：落ち着いて神経を研ぎ澄ませ、
周囲に気を配ることによって攻撃に対
処する特技。
　あなたが待機を宣言した際に使用す
る。そのラウンド中、あなたが攻撃に
対して行なうリアクションの判定値を
＋２する。

防
ぼ う ぎ ょ せ ん ね ん

御専念
最大レベル：３	 種別：共通
タイミング：メジャーアクション
判定：－	 対象：自身
射程：－	 目標値：－
コスト：２
効果：他の行動を捨てて一心に守りを
固めることによって、物理的なダメー
ジに備える特技。
　そのラウンド中、あなたの〈武器〉
と〈衝撃〉の防御力を＋［ＬＶ×３＋２］
する。

カットスロート
最大レベル：５	 種別：戦闘
タイミング：常時
判定：－ 対象：自身
射程：－ 目標値：－
コスト：－
効果：短剣の特性を活かし、標的の急
所や重要器官を的確にえぐることで致
命傷を与えるテクニックを表わす特技。
　あなたが「種別：短剣」の武器で行
なう急所攻撃のダメージを＋１Ｄする。
この効果は、特技ＬＶが３になると＋２
Ｄ、５になると＋３Ｄに変更される。

狙
そ げ き し せ い

撃姿勢
最大レベル：３	 種別：戦闘
タイミング：マイナーアクション
判定：自動成功	対象：自身
射程：－	 目標値：－
コスト：４
効果：しっかりと姿勢を安定させて敵
に狙いをつけることで、弓などの有効
距離と射撃精度を高める特技。
　そのプロセス中、武器を使用した射
撃攻撃の命中判定の判定値に＋ＬＶ、
射程を＋１Ｓｑする。特技ＬＶが３にな
ると、さらに＋１Ｓｑする。

応
お う よ う せ ん じ ゅ つ

用戦術
最大レベル：１	 種別：知識
タイミング：部隊特技の使用時
判定：－	 対象：自身
射程：－	 目標値：－
コスト：－
効果：率いる部隊の持つ特性を知り尽
くし、応用や斬新な運用によってその
真価を引き出させる特技。
　取得には〈軍略知識〉３ＬＶ以上必要。
「タイミング：常時」以外の部隊特技と
同時に使用する。その部隊特技のＬＶ
を＋１して使用回数以外の効果を計算
する（最大ＬＶは越えられない）。ただ
し、その士気のコストを＋１点する。

弱
じ ゃ く し ょ か ん ぱ

所看破
最大レベル：１	 種別：知識
タイミング：常時
判定：－ 対象：自身
射程：－ 目標値：－
コスト：－
効果：あなたは敵の戦力を分析すると
共に、その弱点や有効な戦い方を見極
めることができる。
　あなたが《見通す眼》か《軍師の眼力》
を使用して判定に成功した場合、その
対象となったキャラクターがそのラウ
ンド中、攻撃から受けるダメージを＋１
Ｄする。

ワークス特技：戦闘
　以下に紹介するのは、主に戦闘に使
用するワークス特技である。

ワークス特技：知識
　以下に紹介するのは、主に知力面に
関連するワークス特技である。

領地が領主に求めるもの
　領地の主体は領民であり、彼らは各種産業に従事し領土の資
産を富ませます。領主に求められるのは領民達の手では対処で
きないさまざまな問題について対応することであり、その時に
期待される役割、領民との関係は領地の様相により変わると考
えられます。
　たとえば、その領地の産業が第一次産業（自然環境に働きか
け直接富を取得する：国資源でいうならば食糧、馬、鉱物、森
林）である場合、領主に求められるのはとにかく領地から混沌
を駆逐することであり、領主とその仲間には混沌を滅ぼせる武
力が求められるでしょう。さらに領民は混沌への対応が困難な
ため、領民に対する領主の影響力は強いものと考えられます。
　一方、資源の加工、流通を主産業とする領土の場合（国資源
でいうならば、技術、資金）、領主に求められるのは領土の保
全はもとより、その地位・権威を元にした領内の利害調整や、
軍事力やアカデミーとのコネを背景にした他領との交渉・干渉
となるでしょう。
　もちろん、農林業主体の領土の領主でも、利害調整や外部へ
の働きかけは行なうでしょうし、その逆も真です。


