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行為論の中心問題は，能動的な行為が単に受動的な自然現象とどのように

異なるかを示すことにある．これに対する私の答えをまず手短に述べれば，

行為の能動性とは，行為それ自身が目的を持ち
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

，それに向かって生じる
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

こと

に存する．他方で受動的な自然現象は，ある原因によって生ずるだけで，何

らかの目的を持ってそれに向かって生じるのではない．よく行為は意図的な

ものとも特徴づけられるが，意図性とは，まさに行為が何らかの目的を持つ

ものであるという行為の性質に他ならない2．

以上の答えは，行為論の標準理論とされるものから大きく隔たっている．

本稿の目的は，標準理論がどのような前提を持つかを明らかにすることで，

標準理論以外の道も開かれていることを示し，その一代案として上記の目的

性を重視した行為論 ― 私が「目的論的行為論」と呼ぶもの ― を有望な研
究プログラムとして提案することである．本稿の第 1節では標準理論と目的
論的行為論のそれぞれを概説した上で，第 2・3節で標準理論の論拠を検討
し，第 4・5節で目的論的行為論に擁護論を与える．
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Abstract

This paper aims to put forward an alternative to the standard 

theory of action (STA), which I call “the teleological theory of ac-

tion (TTA)”. I also examine the main argument for STA and main-

tain that there is a possibility to deny two premises of the argu-

ment. Each denial is called the disjunctivism of bodily movement 

and the disjunctivism of intention. TTA implies that an intention 

in action is (part of) a bodily movement, and this in turn implies 

the two disjunctivisms. TTA is supported by the causal disposi-

tionalism which takes dispositions as basic and understands causa-

tion in terms of them.
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第１節　標準理論と目的論的行為論

まず行為論の標準理論がどのようなものかを見ておこう．行為が目的に関

わるものだという点を標準理論は受け入れる．ただしそこでは行為それ自身

が目的を持つという仕方で，目的に直接関わるものとして理解されるわけで

はない．標準理論によれば，目的は行為者の特定の心的状態において表象さ

れ，その心的状態が身体運動を引き起こすとき，そのときにのみ，その身体

運動は行為となる3．例えば上げ下げ窓を開けるため，私が窓にかけた手を

上げたとしよう．標準理論によれば，私が意図的に手を上げたと言えるの

は，私の手が上がるという身体運動が，手が上がるという目的を表象する心

的状態によって引き起こされたとき，そのときに限る．ここで二点注記して

おきたい．一点目に，本稿が「目的」と呼ぶのは，フォン・ウリクトの用語

を借りれば「成果 （result）」であって，「帰結 （consequence）」ではない 
（von Wright 1971, 87f.）．上の例で言えば，手を上げるという私の行為の目
的は手が上がることであって，窓が開くことではない．窓が開くことはその

行為のさらなる
3 3 3 3

目的ではあるが，それは私の行為が「手を上げる」という記

述の下で意図的であるためには必要のないものである4．行為は一定時間の

かかる出来事ないしプロセスであるが，ここで行為の目的はそのプロセスの

最終部分であるとも言えよう．二点目に，目的を表象する心的状態としては

欲求と意図が挙げられるが，それらの相違は本稿の議論に影響しないためこ

こでは意図 5に一本化する．「標準理論」ないし「行為の因果説」と呼ばれ

るものの中には様々なバージョンがあるが，以上より，本稿ではおおよその

最大公約数として「ｘが という記述のもとで意図的な行為であるのは，

しようという意図がｘを引き起こしたとき，そのときに限る」という主張を

「標準理論」として定式化する．標準理論の利点は，目的という未だ実現し

ていないものを「持つ」という神秘的にも見える関係を，目的についての表

象と，それと身体運動の間の因果関係とに還元することで，目的論を自然主

義的な因果の枠組みに収められている点にある．

行為の目的性を表象性と因果性に還元する際，標準理論にとって核心的だ

と私が考える前提は，目的に直接関わるのが行為それ自身ではなく，行為か

ら切り離された別のものとし，それを意図と呼ぶという点である．このよう

に解された意図は，目的に向かうことによってそれ自身変化していくような

ものではなく，単に目的を表象し，行為の間それ自身は変化することなし

に，いわば身体の後ろに控えて身体に指令を送り続けるようなものにすぎな

い．こうした「行為における意図と行為（身体運動）は別々のものである6」
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という標準理論の前提を「分離説」と呼ぶことにしよう．

もちろん標準理論にはこれまで批判が提出されてきた．その最もよく知ら

れたものは，逸脱因果をどう排除するかという問題と，行為者不在の問題で

ある （cf. Anguilar & Buckareff 2010, 10-16）．だがここでは両者の源泉となる
ような別の批判点を提起したい．それは，分離説を含む標準理論においては

「行為が目的を持つ」と字義通りには言えなくなることによって，目的に向

かうことで自ら変化するという行為の能動性が失われてしまうことである．

そこで行為は，行為から切り離された意図の表象性と，そうした意図と行為

の間の因果関係とを通じて，目的への間接的な関係は持つが，直接的な関係

は持たず，行為はいわば後ろから意図によって押されるだけで能動性を欠い

たものとなる．

とはいえ標準理論は上のように字義通りに言えないことを問題視せず，次

のように言い返すかもしれない．たしかに「行為 は目的 を持つ」や「行

為 の目的は である」のように行為が目的に直接関わるかのような表現は

可能だが，しかしそれは「行為者は のために した」や「行為者は に

よって しようと思った」などと言い換えることができ，そこで目的と直接

的な関係にあるのは行為者の心的状態 ― すなわち行為から切り離された意
図 ― であり，そしてこの言い換えは正しい．
ところが標準理論はこの応答によって，上記二つの問題を呼び込むことに

なる．第一に，意図を行為から切り離した上で （分離説），意図と行為の間に
因果関係を想定することで，両者の間の因果系列の中に常に逸脱的な出来事

を挿入する余地が生まれてしまう （cf. Stout 2005, 88）．第二に，身体運動を
行為たらしめるのが行為者それ自身ではなく，行為者の心的状態にすぎない

ために，行為の特徴づけから行為者が消失してしまうことになる．この「行

為者」によって何が意味されているかは論者によって様々だが，その主要な

ものは行為の最たる特徴である能動性であろう （cf. Anguilar & Buckareff 
ibid., 12）．「因果の網の目の中では，偶発事が起こるにすぎず，それに立ち
向かう行為者は彼の内外で起こる全ての出来事の無力な被害者である．」

（Melden 1961, 128 f.） またこの能動性の消失は，第一の問題である逸脱因果
問題の根にもあるものだろう．逸脱的な出来事はその結果から能動性を奪う

のである．そして以上のような能動性の消失の源泉は，標準理論において

「行為が目的を持つ」と字義通りに言えないことにあると考えられる．

このように標準理論が能動性の消失という問題に直面するなら，他の道を

探すよう動機づけられるのは自然である．ただし本稿は，能動性を手っ取り

早く確保するために行為者因果のようなものに訴える道に進むことはしな
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い．行為者因果とは通常の出来事因果とは異なり，それ以上の原因を持たな

い「不動の動者」を原因とするものであるが，そうした行為者因果は能動性

をあまりに神秘的なものにしてしまう．本稿が提案するのは，「行為の能動

性は，行為それ自身が目的を持ち，それに向かって自ら変化することに存す

る」という私が「目的論的行為論」と呼ぶ代案である．意図は，まるで種子

が花になることに向かってそれ自身が変化して花になるように，行為という

目的に向かってそれ自身が変化して行為になるのである．ここで目的に向か

うものとしての意図は，行為それ自身 （の一部） である．このことは，「意図
と行為は別々のものである」という分離説を否定するものとなっている．こ

の否定を，すなわち 「行為において意図と行為 （身体運動） は別々のものでは
ない」という主張を「一体説」と呼ぶことにしよう．つまり標準理論が分離

説を含意するのに対して，目的論的行為論は一体説を含意する．目的論的行

為論のより具体的な内実は第 4節で展開する．その前に次節で，標準理論と
それが含意する分離説に対してどのような論拠が考えられるかを検討しよう．

第２節　標準理論の主要論証

Davidson （1963） が行為の因果説の一バージョンに与えた論証が有名であ
るが，彼のバージョンと本稿の標準理論の間には若干の相違があることと，

分離説に関しては一般に表立った擁護論が与えられることなくそれが自明視

されていることから，本節では標準理論と分離説の双方に統一的な主要論証

を与えることを試みたい7．本節で与えるものは知覚の哲学における錯覚論

法に類比的なものとなっており，それは行為の必要条件を巡って意図，身体

運動，両者の関係に関する三つのパートに分かれる．

まず行為に意図が必要だとする議論は，次の二つの事例の比較から始ま

る．一つは，窓を開けるために私が手を上げようと意図し，その意図が実現

して私が意図的に手を上げたという事例であり，これを「行為事例」と呼ぼ

う．もう一つは，私は手を上げようなどと意図していないのに，魔法の糸に

よって引っ張られたゆえに私の右手が上がったという事例であり，これを「偶発

事例」と呼ぼう．ここで「行為事例から偶発事例を引いたら何が残るか？」

と問うならば ― これはWittgenstein （1953, §621） の「私が手を動かすと
いう事実から私の手が動くという事実を引いたら何が残るか？」という問い

を想起させる ― ，その答えは「意図」であると思われ，ここから行為には
意図が必要であることが導かれる．以上の議論を「偶発論法」と呼ぼう．

偶発論法におけるような引き算的な思考が可能であるためには，「行為事

例と偶発事例における身体運動は同じもの8 である」という前提が必要であ
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ろう．この前提を「身体運動の共通要素説」と呼ぼう．偶発事例における身

体運動は意図なしにありうるものであり，それゆえ糸で引っ張られて生じた

身体運動は，意図と同一視される出来事（例えば脳状態など）を身体全体で

生じた出来事から引いて残るもの（例えば少なくとも，神経活動を含まない

筋肉の収縮や四肢の運動など）である．この引いて残った出来事をHornsby 
（1980, 2） の表記法を借りて「身体運動Ⅰ」と表すことにしよう（「Ⅰ」は他

動詞表現「体を動かす」に対して自動詞 （intransitive） 表現「体が動く」を
示唆する）．このように偶発事例に関して言われたことを身体運動の共通要

素説と合わせると，行為事例の身体運動も意図なしに存在しうること，そし

て行為事例の身体運動も身体運動Ⅰであることが帰結する．そしてここから

はさらに，「行為事例において意図は身体運動の一部ではない」という分離

説の片側 （注 6の右辺の一方の連言肢） が帰結する．
次に行為に身体運動が必要だとする議論は，行為事例とさらに別の事例を

比較する．それは窓を開けるために手を上げようと意図したが，（体が麻痺

して）意図が実現せず，手が上がらなかったという事例であり，これを「不

発事例」と呼ぼう．ここで「行為事例から不発事例を引いたら何が残る

か？」と問うならば，その答えは「身体運動」であると思われ，ここから行

為には身体運動が必要であることが導かれる．以上の議論を「不発論法」と

呼ぼう．

ここでも上のような引き算的思考が可能であるためには，「行為事例と不

発事例における意図は同じものである」という先程と似た前提が必要であろ

う．この前提を「意図の共通要素説」と呼ぼう．不発事例における意図は身

体運動なしにありうるものであり，それゆえそうした意図は ― 身体全体が
動いたわけではないが，身体のどこかで変化が生じたのだとすると ― 特定
の脳状態だと考えるのが妥当であろう．このように不発事例に関して言われ

たことを意図の共通要素説と合わせると，行為事例の意図も身体運動なしに

存在しうること，そして行為事例の意図も脳状態であることが帰結する．さ

らにここからは，「行為事例において身体運動は意図の一部ではない」とい

う分離説の残る片側が帰結する．

最後に意図と身体運動の関係について考えるため，行為事例をさらに別の

事例と比較しよう．それは窓を開けるために手を上げようと意図し，私の手

が上がったが，しかしそれが生じたのは私の意図が実現したからではなく，

魔法の糸によって引っ張られたためだったという事例であり，これを「介入

事例」と呼ぼう．ここで「介入事例に何を足したら行為事例になるか？」と

問い9，これまでの二つの議論の帰結，すなわち意図が身体運動なしにあり
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うる脳状態であり，身体運動が意図なしにありうる身体運動Ⅰであることを

前提するならば，その問いへの最良の答えは「意図と身体運動の間の因果関

係」であるように思われる．ここから行為にはそうした因果関係が必要であ

ることが導かれる．以上の議論を「介入論法」と呼ぼう10．

以上のように，三つの論法から標準理論が擁護され，また不発論法と偶発

論法からそれぞれの帰結の連言として分離説が導かれる．しかし分離説を導

くのに用いられた二つの前提，意図の共通要素説と身体運動の共通要素説

は，ほとんどの場合暗黙の前提として自明視され，それ自体にさらに論拠の

与えられることのないもののように見受けられる．しかし私はそれらは議論

の余地のあるものだと考えており，それぞれの否定，すなわち「行為事例と

偶発事例における身体運動は異なったものである」を「身体運動の選言

説」，「行為事例と不発事例における意図は異なったものである」を「意図の

選言説」と呼ぶ 11．第 4節で擁護する目的論的行為論は二つの選言説を含意
するため，目的論的行為論は標準理論を退けるのみならず，それを導く主要

論証をも崩す．とはいえその前に二つの共通要素説にどのような論拠が考え

られるかを次節で簡単に見ておきたい．

第３節　二つの共通要素説の論拠

本節では二つの共通要素説に対する三種類の論拠を手短に検討する12．第

一の論拠は不可識別性に基づくものである．知覚と幻覚に関して，両者が識

別不可能であることから両者は同じ心的状態であることが導かれるのと同様

に，行為事例と偶発事例のそれぞれの身体運動が識別不可能であることから

両者が同じものであることが，そして行為事例と不発事例のそれぞれの意図

が識別不可能であることから両者が同じものであることが導かれるのではな

いだろうか．まず身体運動に関して，仮に行為事例と魔法の糸で手が吊り上

げられた偶発事例とで運動感覚が全く同じであり，それゆえ二つの身体運動

が行為者に見分けがつかなかったとしよう．しかしこのことは二つの身体運

動が同じものであることを導かない．というのも，例えばレモンと石鹸が見

分けがつかないという単なる認識論的事実は，両者が同じものであるという

形而上学的事実を導かないからである13．

次に意図に関しては，まず行為事例と不発事例がそのままの形では識別可

能なゆえ （前者では手が上がり，後者ではそうではない），事例に修正を加
える必要がある．例えば私は目隠しをされ，さらに手から脳へとつながる感

覚神経が麻痺しているため，手が動いたかどうかを知覚できないとしよう．

その上で私が手を動かそうと意図すると，運動神経は正常なため，右手は動
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いた．しかし別の状況では私が手を動かそうと意図すると，急に運動神経も

麻痺したため，手は動かなかった．前者の状況と後者の別の状況をそれぞれ

行為事例と不発事例の修正版とすると14，両事例を私はたしかに識別するこ

とができない．しかしたとえこのように事例を修正したとしても，両事例が

識別不可能だという認識論的事実から，両事例における意図が同じものだと

いう形而上学的事実は導かれないことはここでも同様だと思われる．知覚経

験のように現象的性格が本質的であるような心的状態に関しては不可識別性

から同一性を導くことに一定の説得力があるかもしれないが （cf.小草 2009, 
34），意図に現象的性格が本質的であると言えるかは定かではなく，そう言
えるためにはさらなる議論が必要であろう．

第二の論拠は意図の共通要素説にのみ関わるが，認知科学や心の哲学にお

ける広義の ― トークン的な ― 心脳同一説に基づくものである．それによ
ればどんな心的状態も何らかの脳状態とトークン的に同一であるゆえ，行為

事例の意図が，本稿が主張するように行為それ自身 （の一部） であるなどと
いうことはありえず，それは不発事例の意図と同様何らかの脳状態と同一で

あるだろう．心脳同一説は意図以外の心的なもの一般に関わる説であるた

め，ここでそれを十全に取り扱うことはできないが，次の点だけは指摘して

おきたい．心脳同一説に対しては近年，心は脳に限定されず，身体全体 （や
さらには環境） にまで拡がっているとする「身体性認知科学」や「4Eアプ
ローチ」が支持を集めており，それらは本稿の「行為において意図と身体運

動は別々のものではない」という一体説と極めて親和的である．

第三の論拠は日常的な言葉遣いに基づくものである．魔法の糸で手が釣り

上げられた偶発事例だけでなく行為事例でも「手が上がった」と等しく言

え，また不発事例でも行為事例でも共通に「手を上げようと意図した」と言

えるであろう．このように同じ言語表現が可能であるということは，そこで

表されているものが同じであることを示唆するのではないだろうか．しかし

そうした言葉遣いが可能だとしても，日常的とまで言えるかは疑問である．

この点に関しては本来であれば実証的な調査が求められるが，行為事例では

「手を上げた」と述べるのが自然で，偶発事例でそう述べるのは不自然であ

り，偶発事例で「手が上がった」と述べるのは自然だが，行為事例でそう述

べるのは不自然だという直観を私は持っている．また「 しようと意図し

た」に代わるより自然な表現は「 しようとした （trying to ）」であろうが
（両者は行為論の文献でもしばしば可換的に用いられる （ex. Hurley 1998, 

256ff.）），後者は不発事例のように意図が実現しなかった場合に用いられ，
行為事例のように実現した場合にはほとんど用いられないように思われる 
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（cf. Hornby 1980, 34）．
以上，二つの共通要素説に対して考えられうる三種類の論拠を検討した

が，どれも初めから選言説の可能性を排除してしまうほど強いものではな

かった．

第４節　因果的傾向性主義と目的論的行為論

では本稿が提案する「行為それ自身が目的を持ち，それに向かって自ら変

化する」という目的論的行為論，そしてそこに含意される一体説，身体運動

の選言説，意図の選言説は，どのように擁護可能なのだろうか．本節では，

因果性に関する新しい見方に依拠することで，目的論的行為論が標準理論の

代案として有望な研究プログラムとなりうることを示したい．

先に一体説を擁護するための議論を示しておこう．それは次の二つの前提

からなる．（1） 意図は傾向的状態であり，行為はその発現である．（2） 傾向
的状態とその発現は別々のものではない．この二つの前提から「意図と行為

は別々のものではない」という一体説が導かれる．

標準理論にとって前提 （1） を受け入れることに問題はないだろう．一般に
心的状態が傾向的状態であることは広く認められるところであり，それによ

れば意図はその内容となる行為に向かう傾向的状態である．例えば私が窓を

開けようと意図すれば，それは私が窓を開けることへの傾向性を持つという

ことである．一方，標準理論は前提 （2） を認めないだろう．標準理論によれ
ば，意図という傾向的状態は脳状態へと還元され，そうした脳状態が身体運

動Ⅰを引き起こすゆえ，意図 （脳状態） と行為 （身体運動Ⅰ） は別々のもので
あろう．したがって一体説に擁護論を与えられるかどうかは，前提 （2） を真
とするような傾向性理解が可能かどうかによる．

まずできるだけ中立的な仕方で傾向性とは何かを確認しておこう．傾向性

は性質の一種であり，それはカテゴリカルな性質と対比される．カテゴリカ

ルな性質は，例えば丸さ，赤さ，硬さ，あるいはよりミクロな分子構造など

であり，それは顕在的な性質である．他方で傾向性は，例えば水溶性，砕け

やすさ，可燃性といった顕在的ではなく潜在的な性質である．ここではxが
ある可能的な性質Mに向かう傾向性を持つことをMxと表すことにしよう．
そのような傾向的状態Mxはそれが発現すると顕在的な状態Mxになる15．例

えばガラスが砕けやすいという傾向的状態は，発現するとガラスが砕けたと

いう状態になる．

以下，傾向性に関して二つに大別される理解を示そう．一つ目は標準理論

が前提する「カテゴリカリズム （categoricalism）」であり，それによれば傾
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向性はカテゴリカルな性質へと還元される．カテゴリカリズムの洗練された

バージョンとして知られるLewis （1997） の分析によれば，例えばガラスの
砕けやすさという傾向性は，次のような条件を満たすガラスの分子構

造 ― カテゴリカルな基盤 ― に他ならない．つまりそのガラスの分子構造
は，もし十分な衝撃が与えられれば，そのことと一緒になってガラスが砕け

ることを引き起こすであろうようなものである．ここで傾向性はカテゴリカ

ルな性質と，それが果たす反事実的な因果関係へと還元されている．

二つ目の傾向性理解として近年支持者を増やしているのは，そうした還元主

義に反対し，傾向性を基礎的なものと認める「傾向性主義 （dispositionalism）」
である．以下，私がコミットする形での傾向性主義のエッセンスを素描しよ

う．まず性質には顕在性と潜在性という互いに還元できない二つのあり方が

ある．xが潜在的にMであるとは，xが可能的な性質Mに向かいつつも，現
実的には未だMではないということであり，これがすなわちxが傾向性M
を持つということである．傾向的状態Mxはそれが顕在化するとMxにな
る．つまり傾向的状態Mxとその発現Mxは「同一

3 3

」の出来事
3 3 3 3

の異なった時

点における二つのあり方であり，両者はそれが潜在的か顕在的かという点で

のみ異なる．例えばガラスは，砕けることへと向かっているという点で砕け

やすさという傾向性を持っており，それが実際に砕けた際には，ガラスが砕

けたという顕在的状態はガラスが砕けやすかったという傾向的状態と「同

一」であり，前者は後者の潜在性が顕在化したものにすぎない．以上に対し

カテゴリカリズムでは，ガラスの砕けやすさはその分子構造などのカテゴリ

カルな状態へと還元され，そうした分子構造と，その発現としての砕けたと

いう状態は別々の出来事でしかない16．

傾向性主義は傾向性を基礎的なカテゴリーとすることで，それに基づいて

他の存在論的なアイテム，例えば性質，様相，因果性，自然法則などについ

て統一的な理解をもたらそうとする17．特にここでは，因果性を傾向性に基

づいて理解しようとするMumford & Anjum （2011） （以下「M &A」と略記）
の「因果的傾向性主義 （causal dispositionalism）」を取り上げたい．M &Aは
まず，例えば石の衝突によってガラスが砕けるという因果的現象を，石の衝

突とガラスの破砕という二つの独立の出来事と，その間の因果関係として理

解することをヒューム主義的な「two-eventモデル」と呼んで批判し，因果
的現象はガラスの砕けやすさといった傾向性に基づいて理解されねばならな

いと考える．ところが傾向性に基づくといっても，彼らは砕けやすさという

傾向性 ― たとえそれが分子構造のようなカテゴリカルな性質に還元できな
いとしても ― に対し，石の衝突という出来事が刺激として入力され，ガラ
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スの破砕という出来事が発現として出力されるという「刺激反応モデル」を

選ぶのでもない．彼らが選ぶのは，そうした入力項に相当するものもそれ自

体傾向性であり，ガラスの破砕という結果は，石の （衝突したものを） 砕き
やすいという傾向性とガラスの砕けやすいという傾向性（と必要ならさらに

他の傾向性）とが組み合わさって
3 3 3 3 3 3 3

 （partnering） 発現したものだという「相互
発現モデル」 （cf. Martin 2008） である．つまり石の衝突とガラスの傾向性は
前者が後者への入力であるという不均衡な関係にあるのではなく，両者とも

傾向性であるという対等な関係にあり，複数の傾向性が組み合わさることで

発現が生ずるのである．

先に傾向性主義によれば，傾向的状態Mxはその発現Mxと「同一」であ
ると述べた．しかしガラスの例では，相互発現モデルによれば，ガラスの砕

けやすさという傾向性だけではガラスが砕けるのに十分ではなく，他にそれ

に衝撃を与えるもの （ex. 石） の傾向性などが必要であった．それゆえガラ
スの砕けやすさという傾向性は，ガラスが砕けるというその発現と「同一」

とまでは言えない．よって正確には，仮にガラスが砕けるという発現Mxに
とって十分で，それと同一な傾向的状態をMxとし （そんなものがあるとし
て），ガラスの砕けやすいという傾向的状態をM1x，石の砕きやすいという
傾向的状態をM2xとするなら，M1xとM2xはそれぞれMxの一部にすぎない
のである．そしてMxとMxは同一であるゆえ，M1xとM2xはそれぞれMxの
一部 18  ― ただし潜在的な ― でもある．言い直せば，ガラスが砕けやすい
という傾向的状態は，ガラスが砕けるという発現の一部なのである．

以上の議論から傾向的状態はその発現の少なくとも一部であるゆえ，本節

冒頭で提示した前提 （2）「傾向的状態とその発現は別々のものではない」が
言えることになる．窓を開けるために手を上げた例について言えば，そこで

の手を上げようという意図は手が上がることに向かう傾向的状態であり（前

提 （1）），その傾向的状態は，その発現である身体運動の少なくとも一部な
のである．実際に生じた仕方で手が上がるためには，窓の抵抗といった私の

M1x
M2x

M1x+M2x+ =Mx

Mx

因果的傾向性主義

M1x M2x Mx

カテゴリカリズム
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外部の環境の傾向性や，さらにはその知覚などが，手を上げようという私の

意図と組み合わさる必要がある19 という点で，この場合の意図は身体運動の
確かに一部だと言えるだろう．したがって分離説は否定され，一体説が肯定

されることになる．また行為事例の身体運動は意図を一部として含むのに対

し，偶発事例の身体運動はそうではないという点で，両事例における身体運

動は異なったものであり，よって身体運動の共通要素説は否定され，身体運

動の選言説が肯定される20．そして行為事例の意図は身体運動として顕在化

したものであるのに対し，不発事例の意図は身体運動として顕在化せず潜在

的なものに留まるという点で，両事例における意図は異なったものであり，

よって意図の共通要素説は否定され，意図の選言説が肯定される21．さら

に，目的に向かうものとしての意図が行為の一部であることから，「行為そ

れ自身が目的を持ち，それに向かって自ら変化する」という目的論的行為観

も擁護される22．そして行為それ自身が目的に向かって自ら変化するという

ことこそ，行為が能動的であるということなのである．

第５節　行為とは何か

意図は傾向的状態であり，行為がその発現であるとすると，そのような行

為は単に「受動的」な自然現象からどのように区別されるのかという最初の

問いが再び浮上する．というのはガラスが砕けるというような「受動的」な

自然現象も傾向性の発現である点は変わらないからである．それゆえ最初の

問いに答えるには，行為は意図の発現であると言うだけでなく，それ以上の

こと，とりわけ意図の傾向性が単なる自然的な傾向性とどのような点で特徴

的に異なるかを言わなければならない．最後に本節でこの点について指針を

示しておきたい．

まず以下で挙げる行為の特徴は，自然現象が持ちえないものではなく，

「受動的」な自然現象が追加的に持ちうるものであるという点で，本稿は行

為を自然の一部として位置づけ，その意味で「自然主義」に与する．しかし

その自然観は標準理論のそれとは大きく異なったものである．砕けることに
3

向かう
3 3 3

ガラスの傾向性に関して，ガラスは非常に弱い意味で砕けるという

「目的」を持つと言うことができる．このような目的論的な自然観は，傾向

性主義がアリストテレス主義的な形而上学の一形態であることに由来する．

そしてこうした目的論的自然観は，自然を非常に弱い仕方ではあるが能動的
3 3 3

なものと見なす．「傾向性主義者は自然についてのより能動的な見方を提供

しようとする」 （Mumford & Anjum 2013, 91）．目的論的行為論が行為をすで
に能動的であるような自然の中に位置づけることは，標準理論が行為を完全
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に受動的な自然の中に位置づけることで能動性を消去してしまうのと対照的

である．しかしとは言っても，ガラスが砕けるという「目的」を持つとは，

行為が目的を持つと言うのと同等の意味で言われているのではない．行為が

目的を持つことは，単なる自然的な傾向性が発現に向かうこと以上のことを

含むのであって，それによって行為はより強い意味で能動的なのである．で

はそれ以上のこととは何なのか．

例えば窓ガラスに向かって飛んでいる石が窓を割る傾向性を持つ場合と，

私が （緊急で脱出するために） 窓ガラスを体当たりで意図的に割ろうとそれ
目がけて走っている場合とでは，何が異なるのか．一つ指摘できるのは，石

の場合にはたとえ （そんなことがあったとして） 窓が動いたり，窓との間に
急にクッションが現れたりしても，石が飛ぶ軌道や速度に変化は生じず，結

果窓は割れないのに対して，私の場合にはそうした環境の変化 （とその知
覚） に応じて，私は自らの走る軌道や速度を柔軟に変化させ，結果 （他に障
害がなければ） 窓は割れるであろうという点である．つまり写像に関する用
語を借りれば，単なる自然的傾向性の場合には，他の ― 窓の位置やクッ
ションの― 傾向性との組合せの数だけ結果が多様にあるという点で，傾向
性が発現に対して単射に近い関係を有するのに対して，行為の場合には，他

の傾向性との組合せにおいてある程度一定の結果を出すという点で，傾向性

（意図） が発現に対して定値関数に近い関係を有する．もちろん前者の場合
に異なった傾向性の組合せから同じ結果が出ることや，後者の場合に異なっ

た結果 （意図しない結果） が生ずることもあるゆえ，それらは近似的な意味
合いしか持たないが，この点を考慮に入れた上で，多くの自然的傾向性は

「単射性」を持ち，行為は「定値性」を持つと言うことにしよう．自然はす

でにして弱い仕方で能動的なのだが，定値性を満たす自然はより強い意味で

能動的なのであり，単に単射的でしかない自然はそれに比べて「受動的」な

のである．

しかしこれだけでは行為の傾向性 （意図） の特徴づけとしては十分ではな
い．定値性を満たしながら，なお行為でないと思われる例があるからであ

る．例えば①半透膜が浸透圧によって濃度の異なる液体の濃度を一定にしよ

うとするなど，エントロピー増大則に基づく現象 23，②体温調節など，生物

のホメオスタシス，③人工物からはワットの蒸気機関 （ボイラーから一定範
囲内でのどんな圧力の蒸気が来ようとも，ホイールの速度を一定に保つ）

や，④ロボット掃除機の振る舞いなどが挙げられる．現時点で私はこれらの

例と行為の間に線引きをする明確な十分条件（またはそもそも線引きが可能

かどうか）に関する確信を持っていないが，一つ指摘するとすれば，①～④
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の「目的」それ自体は柔軟ではなく固定されたものであるのに対し，行為の

目的は柔軟で必ずしも固定されていないという点を指摘できるかもしれな

い．つまり先の定値性が，目的に対していわば手段が柔軟であることであっ

たのに対し，ここではさらに行為であるために目的も柔軟であることが求め

られている．エントロピーは増大するしかなく，哺乳類の体温は （正常であ
る限り） 一定でしかなく，ホイールの回転速度は一定でしかなく，ロボット
掃除機は掃除することしかできない．他方，私は部屋から脱出するために窓

めがけて突進していたとしても，私のさらなる目的や状況の変化などに応じ

て，私は突進を止めることもできる．しかし人間などの行為者にも固定的な

究極目的（例えば生存することなど）があるかもしれず，またロボットなど

も複数の多様な目的を持つようになれば行為者として認められるようになる

かもしれず，この点は程度差にすぎないのかもしれない．ここではこれ以上

の回答を与えることはせず，行為の必要条件として定値性を挙げることで満

足するとしよう24．

第６節　結論

第 1節では，「身体運動が行為となるのは，それが目的を表象する意図に
よって引き起こされたとき，そのときに限る」という行為論の標準理論の核

心に，「意図と行為 （身体運動） は別々のものである」という分離説が含意さ
れていることをまず指摘した．標準理論は行為の能動性を捉え損ねていると

いう点から，それに対する代案として「行為それ自身が目的を持ち，それに

向かって自ら変化する」という目的論的行為論を提案した．それは目的に向

かう意図それ自身が行為の一部であることを認める点で，「意図と行為は

別々のものではない」という一体説を含意し，分離説を否定する．第 2節で
は標準理論と分離説がどのような論拠に基づくかを明らかにするため，偶発

論法・不発論法・介入論法からなる議論を提示した．その議論において身体

運動の共通要素説と意図の共通要素説という二つの前提が自明視されている

ことを指摘し，別の選択肢として身体運動の選言説と意図の選言説をとる道

があることを示唆した．第 3節では二つの共通要素説に対する三種類の論拠
を検討し，どれも二つの共通要素説の自明視を許すほど強いものではないこ

とを確認した．第 4節では，目的論的行為論を擁護するために，因果性を傾
向性の発現として理解する因果的傾向性主義を取り上げた．そこでは傾向性

は潜在性として理解され （つまり顕在的でカテゴリカルな性質に還元される
ことはなく），傾向性の発現は潜在的なものが顕在化することであるゆえ，

傾向性は発現と同一，あるいは少なくともその一部であることになる．この
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ことを行為論に応用し，意図を行為への傾向的状態，行為をそうした傾向的

状態の発現と捉えるならば，意図は行為の少なくとも一部であることが帰結

する．目的に向かう意図が行為の一部であることは，「行為それ自身が目的

を持つ」という行為論的目的論，一体説，さらには身体運動の選言説・意図

の選言説を含意する．最後の第 5節では，意図の傾向性ないしその発現とし
ての行為が，他の自然的傾向性とどう異なるかを問題にし，少なくとも前者

の必要条件として定値性を挙げた．以上によって，行為論の標準理論以外の

選択肢として，目的論的行為論が有望な研究プログラムとなりうることを示

すことができたと期待する．

注

 1．本研究は日本学術振興会・科学研究費補助金 （若手研究） （19K12927 研究代表
者：鈴木雄大） の助成に基づく．また本稿の草稿を検討して頂いた李太喜氏と
佐藤広大氏に感謝申し上げたい．

 2．本稿が主題とするのは意図的行為のみであり，意図的でない行為や不作為な
どの周辺的な事例は，意図的行為の理解に基づいて理解できると考える．

 3．本稿で「状態」と「出来事」はそれぞれ他方を含む広い意味で可換的に用い
られる．また，例えば意図的に窓を開けることなど，行為は身体運動に限定さ

れないが，本稿では単純化のため行為を身体運動に限定する．

 4．行為の必要条件にさらなる目的の存在を含めてしまうと，それ以上目的のな
い自己目的的な行為が排除されてしまうという問題が生ずる．Davidson （1963）
は行為の必要条件として欲求と信念の組を挙げ，欲求の内容を行為タイプ，信

念の内容を「実際に生じた行為トークンがその行為タイプに属すること」とす

ることでこの問題を避けているが，まだ行為トークンが生じていない行為以前

の時点でどのように行為トークンに関する信念を持つことができるのか （この
点はあまり指摘されないが） 私には分からない．

 5．「意図」には意図すること （intending） と意図されたこと （what is intended） の
二義性があるが，本稿では「意図」は前者を意味し，後者を表すには「目的」

を用いる．

 6．「別々のもの」は直観的に十分理解可能かもしれないが，より厳密には次のよ
うに定義される．xとyは別々のものである ⇔ xはyの一部ではない & yはxの
一部ではない．ただし注18で指摘するように，ここでの「一部」は標準的なメ
レオロジーにおける「部分」よりも広い意味で言われている．

 7．本節の議論の原型は鈴木 （2016） に現れているが，本節ではそれをさらに洗練
させている他，同論文で私は「行為の反因果説」を擁護していたのに対し，本

稿の目的論的行為論は広い意味では「因果説」である ― 因果性を標準理論と
は全く異なる仕方で理解するのだが （第 4節参照）．
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 8．ここでの「同じ」は，行為事例の身体運動は偶発事例の身体運動でありえ，
かつ偶発事例の身体運動は行為事例の身体運動でありうるというトークン同一

性を意味する （これは異なった可能世界の間での出来事のトークン同一性 （貫
世界的同一性） が可能であることを前提する）．身体運動の共通要素説は，行為
事例の身体運動と偶発事例の身体運動が同じタイプの

3 3 3 3 3 3

身体運動であるという主

張としても定式化可能であるが （cf. Ruben 2008, 228: n.3），標準理論の核心で
ある分離説はトークン的なものの関係についての主張であり，この分離説を導

くのに必要なのはトークン的な身体運動の共通要素説である．身体運動である

というタイプがそれを例化するトークンにとって本質的だとすると，トークン

が同じならタイプも同じなのに対し，タイプが同じだとしてもトークンが同じ

とは限らないという点で，トークン的な身体運動の共通要素説はタイプ的な身

体運動の共通要素説よりも強い主張になっている．以上の点は，次段落の意図

の共通要素説に関しても全く同様である．

 9．ここで問いが足し算的なのは，因果関係が関係項を引くのと同時に無くなっ
てしまうためと，最後にこれまで得られた必要条件と合わせて行為の必要十分

条件を得たいためであるが，引き算的思考と足し算的思考の間に本質的な違い

はない．また介入事例の意図と不発事例の意図の同一性，介入事例の身体運動

と偶発事例の身体運動の同一性はそれぞれ異論なく認められるゆえ，ここで二

つの共通要素説は介入事例を含むものとして拡張されている．

10．介入論法と同型の議論はMele 2003, 45 f.に見られる．
11．数少ない明示的な支持者として，身体運動の選言説に対してはHaddock 2005; 

Ruben 2008; Hornsby 2010; Stout 2010，意図の選言説に対してはHurley 1998, 
Ch.7, Grünbaum 2006などが挙げられる．

12．以下の三種の論拠は，知覚の共通要素説に対してFish （2010, 4-5） が挙げる三
つの論拠に対応している．

13．M. Smith (2010, 50) は行為者以外の他人の視点からではあるが，両事例におけ
る身体運動の不可識別性から両者の同一性を導いている．これに対してHorns-
by (2010, 60 f.) は本稿と同様の反論をしている．

14．なお修正は不十分かもしれない．前者の場合の意図は，身体運動を始動
3 3

させ

はするが，自分の体がどう動くかに関する感覚的なフィードバックを受けなが

ら体の動きを持続的に制御することはできないために，元の行為事例の意図と

は異なったものであり，せいぜい後者の最初の部分
3 3 3 3 3

と同じものにすぎないかも

しれない（意図の共通要素説をとるA. D. Smith 1988, 408; 420f. はそのことを
認めている）．よって両事例の意図がその全体において同じであると主張する

ためには，例えば行為事例は元のままに，不発事例を，手を上げようと意図し

た後に，手が上がったような幻覚に （そうと知らず） 襲われるというような事
例に修正する必要があるだろう．

15.「M」はmanifestation （発現） の頭文字である．傾向的状態とは傾向性が何らか
の個体によって例化されているという状態ないし出来事である （注 3参照）．本
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稿は出来事を，個体がある時点で性質を例化することとするKim （1976） の性
質例化説に従っている．

16.「同一」と括弧で括られた箇所は次段落で修正される．また本段落の論述は傾
向性主義の私なりの理解であり，全ての傾向性主義者が認めるものではない．

傾向性主義の最大公約数として言えるのは，性質の中には本質的に傾向性であ

るものがあるという主張であり （それゆえ傾向性主義は「傾向的本質主義 (dis-
positional essentialism)」とも呼ばれる），これはそうした性質がその発現であ
りうる別の性質に対して必然的な関係を持つことのみを認める ―同一性まで

認めない ―弱い主張になっている．この主張によれば，例えばガラスの分子

構造は砕けることへの傾向性を持つのでなければ同一性を保てない．

17．本稿は傾向性主義それ自体をカテゴリカリズムに対して擁護することはせ
ず，傾向性主義が正しいとすると行為論について何が言えるかに焦点を当て

る．傾向性主義の擁護は通常，本文で挙げたような様々な存在論的アイテムに

対しいかにより良い理解をもたらすことができるかという総合的な観点からな

される （cf. Mumford 2009, 266）．
18．注6で示唆したように，本稿で「一部」は出来事に関する標準的なメレオロ
ジー （cf.柏端 1997, §1.2） における「部分」よりも広い意味で言われている．
標準的なメレオロジーでは出来事の部分 （その時間的切片や空間的部分） はそ
れ自身出来事であるのに対し，M1xの顕在的状態であるM1xは出来事Mxの一
部であるにもかかわらず，M1xは出来事ではない．M1xないしそれと同一な
M1xは，MxからMxへのプロセスのほぼ全ての時間的切片や空間的部分におい
て存在しており （もちろん同じことは他のM2xなどの傾向的状態についても言
える），発現時点においてはM1xをMx全体から独立の出来事として取り出すこ
とはできない．個体とのアナロジーで言えば，トマトの種子はトマトの「部

分」（標準的なメレオロジーにおける）であるのに対し，トマトの赤さはトマ

トの「部分」ではないが「一部」である．この微妙な区別は次段落で意図の選

言説を導く際に重要となる．

19．意図，環境の傾向性，知覚などが組み合わさって行為となるという考え （行為
の環境や知覚への関係は標準理論では抜け落ちているが） は，第 3節で触れた
身体性認知科学とも接続しやすい論点である．

20．ここで肯定される身体運動の選言説はトークン同一性を否定するものである
（注 8）．タイプ同一性まで否定するためには，行為事例の身体運動にとってそ
れが意図の発現であることが本質的であるとさらに言う必要があり，その議論

のためには別稿を用意したい．

21．傾向的状態はそれが顕在化したものと同一 （その一部） であると述べたゆえ，
その意味では
3 3 3 3 3 3

本稿は意図の共通要素説をとると言うべきかもしれない．しかし

標準理論が前提するカテゴリカリズムのもとでは，出来事の同一性はそれがど

のような部分によって構成されるかというメレオロジカルな条件によってのみ

与えられ，潜在的な出来事と顕在的な出来事の間の同一性など認めないゆえ，
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そのような出来事の同一性条件に基づけば
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

，「行為事例の意図は身体運動の一

部であり，不発事例の意図はそうではない」という主張は明らかに意図の選言

説である．また注意点として，ここでの「一部」は注18の広い意味で読まねば
ならない．行為事例の意図は独立の出来事としては存在しえないものであり，

その点でやはり不発事例の意図とは異なるものである．

22．Stout （1996） は行為を傾向性の発現として捉えて目的論的な行為論を提示し，
またStout （2010） で身体運動の選言説をとるなど，私と非常に近い立場にい
る．しかし細部では多くの差異があり，また目的論的行為論と選言説の統一的

な理解は本稿独自のものである．さらに彼が刺激反応モデルをとるのに対し

て，本稿は相互発現モデルをとる点は大きな相違である．

23．この例は井頭昌彦氏から指摘されたものである．ただし「濃度の異なる液体
の濃度を一定にする」という記述の下では半透膜は定値性を満たすが，例えば

同量の濃度 2％の液体と 4％の液体を隔てた半透膜は「両者を3%の濃度にす
る」傾向性を持つと言える一方で，後者を 6％の液体に替えたときそれは「両
者を％の濃度にする」傾向性を持つと言え，定値性を満たさない．この点は傾

向性の個別化に関する問題であり，これ以上ここでは踏み込まない．

24．行為の十分条件を挙げられない点で，逸脱因果問題を抱える標準理論と同等
だと言われるかもしれないが，しかし逸脱因果問題に関して標準理論は後退的

と言える議論状況にあるのに対し，因果的傾向性主義に基づく目的論的行為論

は現時点では前進的なプログラムと言えると思われる．

文献表

Aguilar, J. H. & Buckareff, A. A. (2010) “The Causal Theory of Action: Origins and Is-
sues,” in their (2010  : 1－26).

―. (eds.) (2010) Causing Human Actions: New Perspectives on the Causal Theory 
of Action, MIT Press.

Davidson, D. (1963) “Actions, Reasons, and Causes,” in his Essays on Actions and 
Events, 2nd Ed., Oxford University Press, 1980.（門脇俊介・野矢茂樹監訳
『自由と行為の哲学』，春秋社，2010年．）

Fish, W., (2010) Philosophy of Perception: A Contemporary Introduction, Routledge.（山
田圭一監訳『知覚の哲学入門』，勁草書房，2014年．）

Grünbaum, T. (2008) “Trying and the Arguments from Total Failure,” Philosophia 36 : 
67－86.

Haddock, A. (2005) “At one with our actions, but at two with our bodies : Hornsby’s 
account of action”, Philosophical Explorations 8 : 157－172.

Hornsby, J. (1980) Actions, London : Routledge and Kegan Paul.
―. (2010) The Standard Story of Action : An Exchange (2), in Aguilar & Buck-

areff (2010 : 56－68).



150

Hurley, S. (1998) Consciousness in Action, Cambridge, MA : Harvard University Press.
柏端達也（1997）『行為と出来事の存在論 ― デイヴィドソン的視点から』，勁草

書房.
Kim, J. (1976) “Events as Property Exemplifications,” in Brand & Walton (eds.) Action 

Theory, 159－177.（柏端達也・青山拓央・谷川卓訳『現代形而上学論文
集』，勁草書房，(2006：85－125)．）

Lewis, D. (1997) ‘Finkish Dispositions’, The Philosophical Quarterly, 47 : 143–158.
Martin, C. B. (2008) The Mind in Nature, Oxford : Oxford University Press.
Melden, A. I. (1961) Free Action, Routledge & Kegan Paul.
Mele, A. R. (2003) Motivation and Agency, Oxford University Press.
Mumford, S. (2009) “Causal Powers and Capacities” in H. Beebee, C. Hitchcock, & P. 

Menzies (eds.) The Oxford Handbook of Causation, Oxford University Press, 
265－278.

Mumford, S. and Anjum, R. L. (2011) Getting Causes from Powers, Oxford : Oxford Uni-
versity Press.

―. (2013) Causation: A Very Short Introduction, Oxford University Press.（塩
野直之・谷川卓訳『哲学がわかる 因果性』，岩波書店，2017年．）    

小草　泰 (2009)「知覚の志向説と選言説」，『科学哲学』42 巻 1号，日本科学哲学
会，29－49．

Ruben, D. (2008) “Disjunctive Theories of Perception and Action”, in Haddock, A. & 
Macpherson, F. (eds.) (2008) Disjunctivism: Perception, Action, Knowledge, 
Harvard University Press, 227－243.

Smith, A. D. (1988) “Agency and the Essence of Actions,” The Philosophical Quarterly, 
Vol. 38, No. 153, pp. 401－421.

Smith, M. (2010) The Standard Story of Action : An Exchange (1), in Aguilar & Buck-
areff (2010 : 45－55).

鈴木雄大 (2016)「行為の反因果説の復興」，『科学哲学』49 巻 2号，日本科学哲学
会，5－25．

Stout, R. (1996) Things That Happen Because They Should : A Teleological Approach to 
Action, Oxford University Press.

―. (2005) Action, McGill-Queen’s University Press.
―. (2010) “What Are You Causing in Acting?” in Aguilar & Buckareff (2010 :101

－113).
Von Wright, G. H. (1971) Explanation and Understanding, Cornell University Press.

（丸山高司・木岡伸夫訳『説明と理解』，産業図書，1984年．）
Wittgenstein, L. (1953/1968) Philosophische Untersuchungen, Basil Blackwell.（藤本隆

志訳『哲学探究』ウィトゲンシュタイン全集 8，大修館書店，1976 年.）
 （中京大学）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdLibBT-Regular
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeThai-Bold
    /AdobeThai-BoldItalic
    /AdobeThai-Italic
    /AdobeThai-Regular
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Alba
    /AlbaMatter
    /AlbaSuper
    /Algerian
    /AmeliaBT-Regular
    /AmericanaBT-Bold
    /AmericanaBT-ExtraBold
    /AmericanaBT-ExtraBoldCondensed
    /AmericanaBT-Italic
    /AmericanaBT-Roman
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialItalic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /AZ-BTSCS
    /AZ-FSCS
    /AZ-HTCS
    /AZ-HTCST
    /AZ-KSCS
    /AZ-LSCS
    /AZ-WBCS
    /AZ-XSCS
    /AZ-XSCST
    /AZ-XSHCS
    /AZ-YHCS
    /AZ-YTCS
    /BabyKruffy
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /Brush445BT-Regular
    /Brush738BT-RegularA
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /BUNSEI
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /CataneoBT-Regular
    /Centaur
    /Century
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /CenturyOldStyleStd-Bold
    /CenturyOldStyleStd-Italic
    /CenturyOldStyleStd-Regular
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /Chick
    /Chiller-Regular
    /CloisterBlackBT-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScriptBT-Regular
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperBT-Black
    /CooperBT-BlackItalic
    /CooperBT-Bold
    /CooperBT-BoldItalic
    /CooperBT-Light
    /CooperBT-LightItalic
    /CooperBT-Medium
    /CooperBT-MediumItalic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothicBT-BoldCond
    /CopperplateGothicBT-Heavy
    /CopperplateGothicBT-Roman
    /CopperplateGothicBT-RomanCond
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Croobie
    /CurlzMT
    /CW-B5Gothic
    /CW-B5Mincho
    /CW-GBFangSong
    /CW-GBGothic
    /CW-GBGothicCPY1
    /CW-GBGothicCPY2
    /CW-GBGothicCPY3
    /CW-GBGothicCPY4
    /CW-GBGothicCPY5
    /CW-GBGothicCPY6
    /CW-GBGothicLCPY1
    /CW-GBGothicLCPY2
    /CW-GBGothicLCPY3
    /CW-GBGothicLCPY4
    /CW-GBGothicLCPY5
    /CW-GBGothicLCPY6
    /CW-GBGothicLPY1
    /CW-GBGothicLPY2
    /CW-GBGothicLPY3
    /CW-GBGothicLPY4
    /CW-GBGothicLPY5
    /CW-GBGothicLPY6
    /CW-GBGothicPY1
    /CW-GBGothicPY2
    /CW-GBGothicPY3
    /CW-GBGothicPY4
    /CW-GBGothicPY5
    /CW-GBGothicPY6
    /CW-GBGothicUB
    /CW-GBKaishu
    /CW-GBKanTingLiu
    /CW-GBMincho
    /CW-GBMinchoCPY1
    /CW-GBMinchoCPY2
    /CW-GBMinchoCPY3
    /CW-GBMinchoCPY4
    /CW-GBMinchoCPY5
    /CW-GBMinchoCPY6
    /CW-GBMinchoLCPY1
    /CW-GBMinchoLCPY2
    /CW-GBMinchoLCPY3
    /CW-GBMinchoLCPY4
    /CW-GBMinchoLCPY5
    /CW-GBMinchoLCPY6
    /CW-GBMinchoLPY1
    /CW-GBMinchoLPY2
    /CW-GBMinchoLPY3
    /CW-GBMinchoLPY4
    /CW-GBMinchoLPY5
    /CW-GBMinchoLPY6
    /CW-GBMinchoPY1
    /CW-GBMinchoPY2
    /CW-GBMinchoPY3
    /CW-GBMinchoPY4
    /CW-GBMinchoPY5
    /CW-GBMinchoPY6
    /CW-GBMinchoUB
    /CW-GBShaoNv
    /CW-GBWeiBei
    /CW-GBYaSong
    /CW-GBYuanHei
    /CW-GBZhongYi
    /DFBrushRDStd-W12
    /DFBrushRDStd-W7
    /DFBrushSQStd-W12
    /DFBrushSQStd-W5
    /DFBrushSQStd-W9
    /DFFreeRyuSenStd-W2
    /DFFreeRyuSenStd-W3
    /DFFreeRyuYouStd-W3
    /DFFuunStd-W12
    /DFFuunStd-W7
    /DFGanShinKeiStd-W7
    /DFGiHiStd-W7
    /DFGiHi-W7-WING-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFGiHi-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGothicPStd-W2
    /DFGothicPStd-W3
    /DFGothicPStd-W5
    /DFGothicStd-W10
    /DFGothicStd-W12
    /DFGothicStd-W14
    /DFGothic-SU-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WING-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFGothic-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoShoStd-W5
    /DFHSGothicPro5-W3
    /DFHSGothicPro5-W5
    /DFHSGothicPro5-W7
    /DFHSGothicPro5-W9
    /DFHSGothicStd-W3
    /DFHSGothicStd-W5
    /DFHSGothicStd-W7
    /DFHSGothicStd-W9
    /DFHSGothic-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothicPro5-W4
    /DFHSMaruGothicStd-W4
    /DFHSMaruGothic-W4-WING-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothic-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMaruGothic-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMinchoPro5-W3
    /DFHSMinchoPro5-W5
    /DFHSMinchoPro5-W7
    /DFHSMinchoPro5-W9
    /DFHSMinchoStd-W3
    /DFHSMinchoStd-W5
    /DFHSMinchoStd-W7
    /DFHSMinchoStd-W9
    /DFHSMincho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WING-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiShoStd-W12
    /DFKaiShoStd-W14
    /DFKaiShoStd-W3
    /DFKaiShoStd-W5
    /DFKaiShoStd-W7
    /DFKaiShoStd-W9
    /DFKaiSho-UB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFKaiSho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKaiSho-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyuStd-W9
    /DFKanTeiRyu-XB-WING-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyu-XB-WINP-RKSJ-H
    /DFKanTeiRyu-XB-WIN-RKSJ-H
    /DFKinBunStd-W3
    /DFKoInStd-W4
    /DFKoIn-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKoIn-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFKyoKaShoStd-W3
    /DFKyoKaShoStd-W4
    /DFKyoKaSho-W3-WING-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WING-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WINP-RKSJ-H
    /DFKyoKaSho-W4-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiGaSoStd-W9
    /DFLeiGaSo-W9-WING-RKSJ-H
    /DFLeiGaSo-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiGaSo-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WING-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFLeiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFLeiShoStd-W5
    /DFMaruGothic-Bd-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Bd-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WING-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruGothic-Md-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruGothicStd-W12
    /DFMaruGothicStd-W14
    /DFMaruGothicStd-W3
    /DFMaruGothicStd-W5
    /DFMaruGothicStd-W7
    /DFMaruGothicStd-W9
    /DFMaruMoji-SL-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-SL-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-SL-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMojiStd-W3
    /DFMaruMojiStd-W5
    /DFMaruMojiStd-W7
    /DFMaruMojiStd-W9
    /DFMaruMoji-W3-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WING-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFMaruMoji-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFMinchoPStd-W3
    /DFMinchoPStd-W5
    /DFMinchoStd-W12
    /DFMinchoStd-W14
    /DFMincho-SU-WING-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WINP-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WING-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WINP-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFOYoJunStd-W5
    /DFPOP1-SB-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1Std-W12
    /DFPOP1Std-W3
    /DFPOP1Std-W5
    /DFPOP1Std-W7
    /DFPOP1Std-W9
    /DFPOP1-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WING-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP2Std-W12
    /DFPOP2Std-W9
    /DFPOP2-W12-WING-RKSJ-H
    /DFPOP2-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP2-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WING-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFPOP2-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFPOPClipStd-W7
    /DFPOPCornStd-W12
    /DFPOPCornStd-W7
    /DFPOPStencilStd-W7
    /DFRuLeiAStd-W5
    /DFRuLeiAStd-W9
    /DFRuLeiStd-W5
    /DFRuLeiStd-W7
    /DFRuLei-W5-WING-RKSJ-H
    /DFRuLei-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLei-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WING-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFRuLei-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFRyuSekiStd-W9
    /DFShinTenStd-W5
    /DFShinTenStd-W7
    /DFSinSoStd-W3
    /DFSinSo-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSinSo-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSinSo-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WING-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DFSMGothic-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFSMGothicStd-W2
    /DFSNGyoShoStd-W5
    /DFSNGyoSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSNGyoSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGeiStd-W5
    /DFSoGeiStd-W7
    /DFSoGeiStd-W9
    /DFSoGei-W5-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WING-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFSoGei-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFSoKaiShoStd-W7
    /DFSoKingStd-W3
    /DFSoKing-W3-WING-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WINP-RKSJ-H
    /DFSoKing-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFSumoStd-W12
    /DFSumo-W12-WING-RKSJ-H
    /DFSumo-W12-WINP-RKSJ-H
    /DFSumo-W12-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiShoStd-W5
    /DFTFLeiShoStd-W7
    /DFTFLeiShoStd-W9
    /DFTFLeiSho-W5-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W5-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WING-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WINP-RKSJ-H
    /DFTFLeiSho-W9-WIN-RKSJ-H
    /DFVegetable
    /DFWeather
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-ExtraBoldItalic
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-ItalicHeadline
    /Dutch801BT-Roman
    /Dutch801BT-RomanHeadline
    /Dutch801BT-SemiBold
    /Dutch801BT-SemiBoldItalic
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EccentricStd
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyJS
    /English111AdagioBT-Regular
    /English111PrestoBT-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Euclid
    /Euclid-Bold
    /Euclid-BoldItalic
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /Euclid-Italic
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /EuphemiaCAS
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /Exotic350BT-Light
    /FangSongCS
    /Fat
    /FelixTitlingMT
    /Fences
    /FencesPlain
    /FolioBT-Bold
    /FolioBT-BoldCondensed
    /FolioBT-Book
    /FolioBT-ExtraBold
    /FolioBT-Light
    /FolioBT-LightItalic
    /FolioBT-Medium
    /FolkPro-Bold
    /FolkPro-Heavy
    /FolkPro-Medium
    /FolkPro-Regular
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothicBT-ExtraCondensed
    /FranklinGothicBT-Italic
    /FranklinGothicBT-Roman
    /FranklinGothicBT-RomanCondensed
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Freshbot
    /Frosty
    /FrutigerLTStd-Black
    /FrutigerLTStd-BlackCn
    /FrutigerLTStd-BlackItalic
    /FrutigerLTStd-Bold
    /FrutigerLTStd-BoldCn
    /FrutigerLTStd-BoldItalic
    /FrutigerLTStd-Cn
    /FrutigerLTStd-ExtraBlackCn
    /FrutigerLTStd-Italic
    /FrutigerLTStd-Light
    /FrutigerLTStd-LightCn
    /FrutigerLTStd-LightItalic
    /FrutigerLTStd-Roman
    /FrutigerLTStd-UltraBlack
    /FutoGoB101Pro-Bold
    /FutoMinA101Pro-Bold
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Gautami-Bold
    /GBPWeiBei
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric415BT-BlackItalicA
    /Geometric415BT-LiteA
    /Geometric415BT-LiteItalicA
    /Geometric415BT-MediumA
    /Geometric415BT-MediumItalicA
    /Geometric706BT-BlackB
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /Geometric706BT-BoldCondensedB
    /Geometric706BT-MediumB
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GlooGun
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /Gothic821CondensedBT-Regular
    /GothicBBBPro-Medium
    /GothicMB101Pro-Bold
    /GothicMB101Pro-DeBold
    /GothicMB101Pro-Heavy
    /GothicMB101Pro-Light
    /GothicMB101Pro-Medium
    /GothicMB101Pro-Regular
    /GothicMB101Pro-Ultra
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudySansITCbyBT-Black
    /GoudySansITCbyBT-BlackItalic
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HeitiCS
    /HeitiCT
    /Helvetica
    /HelveticaBlack
    /HelveticaBlackOblique
    /HelveticaBold
    /Helvetica-BoldOblique
    /HelveticaLight
    /HelveticaLightOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-NarrowBold
    /Helvetica-NarrowBoldItalic
    /Helvetica-NarrowItalic
    /Helvetica-Oblique
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Impact
    /ImpressBT-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /Incised901BT-Black
    /Incised901BT-Bold
    /Incised901BT-BoldCondensed
    /Incised901BT-Compact
    /Incised901BT-Italic
    /Incised901BT-Light
    /Incised901BT-Nord
    /Incised901BT-NordItalic
    /Incised901BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /IskoolaPota
    /IskoolaPota-Bold
    /Jokerman-Regular
    /JSDicJapanese1
    /JSDicJapanese2
    /JSDicRoman1
    /JSDicRoman2
    /JSDicSymbol1
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /JuiceITC-Regular
    /Jun101Pro-Light
    /Jun201Pro-Regular
    /Jun34Pro-Medium
    /Jun501Pro-Bold
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /KaitiCS
    /KaitiEG-Medium-SJIS
    /KaitiEGP-Medium-SJIS
    /Kalinga
    /Kalinga-Bold
    /KantinliuEG-Heavy-SJIS
    /KantinliuEGP-Heavy-SJIS
    /Kartika
    /Kartika-Bold
    /KaufmannBT-Bold
    /KaufmannBT-Regular
    /KF-B5FangSong
    /KF-B5Gothic
    /KF-B5GothicUB
    /KF-B5Kaishu
    /KF-B5KanTingLiu
    /KF-B5Mincho
    /KF-B5MinchoUB
    /KF-B5PFangSong
    /KF-B5PGothic
    /KF-B5PGothicUB
    /KF-B5PKaishu
    /KF-B5PKanTingLiu
    /KF-B5PMincho
    /KF-B5PMinchoUB
    /KF-B5PShaoNv
    /KF-B5PWeiBei
    /KF-B5PYaSong
    /KF-B5PYuanHei
    /KF-B5PZhongYi
    /KF-B5ShaoNv
    /KF-B5WeiBei
    /KF-B5YaSong
    /KF-B5YuanHei
    /KF-B5ZhongYi
    /KF-GB18030Gothic
    /KF-GB18030Mincho
    /KF-GB18030PGothic
    /KF-GB18030PMincho
    /KF-GBFangSong
    /KF-GBGothic
    /KF-GBGothicUB
    /KF-GBKaishu
    /KF-GBKanTingLiu
    /KF-GBMincho
    /KF-GBMinchoUB
    /KF-GBPFangSong
    /KF-GBPGothic
    /KF-GBPGothicCPY1
    /KF-GBPGothicCPY2
    /KF-GBPGothicCPY3
    /KF-GBPGothicCPY4
    /KF-GBPGothicCPY5
    /KF-GBPGothicCPY6
    /KF-GBPGothicLCPY1
    /KF-GBPGothicLCPY2
    /KF-GBPGothicLCPY3
    /KF-GBPGothicLCPY4
    /KF-GBPGothicLCPY5
    /KF-GBPGothicLCPY6
    /KF-GBPGothicLPY1
    /KF-GBPGothicLPY2
    /KF-GBPGothicLPY3
    /KF-GBPGothicLPY4
    /KF-GBPGothicLPY5
    /KF-GBPGothicLPY6
    /KF-GBPGothicPY1
    /KF-GBPGothicPY2
    /KF-GBPGothicPY3
    /KF-GBPGothicPY4
    /KF-GBPGothicPY5
    /KF-GBPGothicPY6
    /KF-GBPGothicUB
    /KF-GBPKaishu
    /KF-GBPKanTingLiu
    /KF-GBPMincho
    /KF-GBPMinchoCPY1
    /KF-GBPMinchoCPY2
    /KF-GBPMinchoCPY3
    /KF-GBPMinchoCPY4
    /KF-GBPMinchoCPY5
    /KF-GBPMinchoCPY6
    /KF-GBPMinchoLCPY1
    /KF-GBPMinchoLCPY2
    /KF-GBPMinchoLCPY3
    /KF-GBPMinchoLCPY4
    /KF-GBPMinchoLCPY5
    /KF-GBPMinchoLCPY6
    /KF-GBPMinchoLPY1
    /KF-GBPMinchoLPY2
    /KF-GBPMinchoLPY3
    /KF-GBPMinchoLPY4
    /KF-GBPMinchoLPY5
    /KF-GBPMinchoLPY6
    /KF-GBPMinchoPY1
    /KF-GBPMinchoPY2
    /KF-GBPMinchoPY3
    /KF-GBPMinchoPY4
    /KF-GBPMinchoPY5
    /KF-GBPMinchoPY6
    /KF-GBPMinchoUB
    /KF-GBPShaoNv
    /KF-GBPWeiBei
    /KF-GBPYaSong
    /KF-GBPYuanHei
    /KF-GBPZhongYi
    /KF-GBShaoNv
    /KF-GBWeiBei
    /KF-GBYaSong
    /KF-GBYuanHei
    /KF-GBZhongYi
    /KhmerUI
    /KhmerUI-Bold
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozGoStd-Bold
    /KozGoStd-ExtraLight
    /KozGoStd-Heavy
    /KozGoStd-Light
    /KozGoStd-Medium
    /KozGoStd-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KozMinStd-Bold
    /KozMinStd-ExtraLight
    /KozMinStd-Heavy
    /KozMinStd-Light
    /KozMinStd-Medium
    /KozMinStd-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /KyokaICAPro-Light
    /KyokaICAPro-Regular
    /LaoUI
    /LaoUI-Bold
    /Latha
    /Latha-Bold
    /LatinWide
    /LeisuEG-Medium-SJIS
    /LeisuEGP-Medium-SJIS
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LiShueCS
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LydianCursiveBT-Regular
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /Mangal
    /Mangal-Bold
    /Mangal-Regular
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MeiboNormal
    /Meiryo
    /Meiryo-Bold
    /Meiryo-BoldItalic
    /Meiryo-Italic
    /MeiryoUI
    /MeiryoUI-Bold
    /MeiryoUI-BoldItalic
    /MeiryoUI-Italic
    /MesquiteStd
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MidashiGoPro-MB31
    /MidashiMinPro-MA31
    /MingLiU
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-UNI-H
    /MingtiEGP-Ultra-SJIS
    /MingtiEG-Ultra-SJIS
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Mojikyo_M101
    /Mojikyo_M102
    /Mojikyo_M103
    /Mojikyo_M104
    /Mojikyo_M105
    /Mojikyo_M106
    /Mojikyo_M107
    /Mojikyo_M108
    /Mojikyo_M109
    /Mojikyo_M110
    /Mojikyo_M111
    /Mojikyo_M112
    /Mojikyo_M113
    /Mojikyo_M114
    /Mojikyo_M115
    /Mojikyo_M116
    /Mojikyo_M117
    /Mojikyo_M118
    /Mojikyo_M119
    /Mojikyo_M120
    /Mojikyo_M121
    /Mojikyo_M136
    /Mojikyo_M137
    /Mojikyo_M138
    /Mojikyo_M139
    /Mojikyo_M140
    /Mojikyo_M141
    /Mojikyo_M142
    /Mojikyo_M186
    /Mojikyo_M187
    /Mojikyo_M188
    /Mojikyo_M189
    /Mojikyo_M190
    /Mojikyo_M191
    /Mojikyo_M192
    /Mojikyo_M193
    /Mojikyo_M194
    /Mojikyo_M195
    /Mojikyo_M196
    /Mojikyo_M197
    /Mojikyo_M198
    /Mojikyo_M199
    /Mojikyo_M200
    /Mojikyo_M201
    /Mojikyo_M202
    /Mojikyo_M203
    /MojikyoM185
    /MojikyoQ101
    /MojikyoQ102
    /MojikyoQ103
    /MojikyoQ104
    /MojikyoQ105
    /MojikyoQ106
    /MojikyoQ107
    /MojikyoQ108
    /MojikyoQ109
    /MojikyoQ110
    /MojikyoQ111
    /MojikyoQ112
    /MojikyoQ113
    /MojikyoQ114
    /MojikyoQ115
    /MojikyoQ116
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NUfuzokuNormal
    /NUgakubuNormal
    /NUhospitalNormal
    /Nyala-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OvlapblackEG-Heavy-SJIS
    /OvlapblackEGP-Heavy-SJIS
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Pica10PitchBT-Roman
    /PlantagenetCherokee
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /Pop5EG-Heavy-SJIS
    /Pop5EGP-Heavy-SJIS
    /PopEG-Bold-SJIS
    /PopEGP-Bold-SJIS
    /PoplarStd
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /QTKozGoPro-Medium
    /QTKozMinPro-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /RFAlexandriaBlk
    /RFAlexandriaLt
    /RFAlexandriaMd
    /RFAlternateGothic
    /RFBodoniBd
    /RFBodoniDS
    /RFCenturyBd
    /RFCenturyBdIt
    /RFCenturyBdSC
    /RFCenturyCatalogue
    /RFCenturyCatalogueIt
    /RFCenturyCatalogueSC
    /RFCenturyOS
    /RFCenturyOSIt
    /RFCenturyOSSC
    /RFClarendon
    /RFCooperBlk
    /RFCopperplateGothicHv
    /RFCopperplateGothicLt
    /RFEurostile
    /RFEurostileBd
    /RFEurostileBdCn
    /RFEurostileEx
    /RFEurostileLtEx
    /RFFuturaBd
    /RFFuturaBdCn
    /RFFuturaLt
    /RFFuturaMd
    /RFHelveticaBd
    /RFHelveticaBdIt
    /RFHelveticaBdSC
    /RFHelveticaMd
    /RFHelveticaMdIt
    /RFHelveticaMdSC
    /RFHelveticaRg
    /RFHelveticaRgIt
    /RFHelveticaRgSC
    /RFLHelveticaBd
    /RFLHelveticaBdCn
    /RFLHelveticaBdIt
    /RFLHelveticaBdOu
    /RFLHelveticaLt
    /RFLHelveticaMd
    /RFLHelveticaMdCn
    /RFLHelveticaMdIt
    /RFLHelveticaRg
    /RFLHelveticaRgCn
    /RFLHelveticaRgIt
    /RFMartinBd
    /RFMartinRm
    /RFMartinRmIt
    /RFMartinRmSC
    /RFNewsGothic
    /RFNewsGothicBd
    /RFOCRB
    /RFOptimal
    /RFOptimalBd
    /RFUniversBd
    /RFUniversBdIt
    /RFUniversDB
    /RFUniversDBCn
    /RFUniversDBIt
    /RFUniversLt
    /RFUniversLtCn
    /RFUniversLtIt
    /RFUniversMd
    /RFUniversMdCn
    /RFUniversMdIt
    /RgBrush-UB-90ms-RKSJ-H
    /RgFine-MB-90ms-RKSJ-H
    /RgFine-ME-90ms-RKSJ-H
    /RgGothicA-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgGothic-Bd-90ms-RKSJ-H
    /RgGothic-Lt-90ms-RKSJ-H
    /RgGothic-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgGothic-XB-90ms-RKSJ-H
    /RgGSanSrf-Bd-90ms-RKSJ-H
    /RgGSanSrf-UB-90ms-RKSJ-H
    /RgHagoromo-Bd-90ms-RKSJ-H
    /RgHagoromo-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgHeiseiKG-W5-90ms-RKSJ-H
    /RgHeiseiKG-W9-90ms-RKSJ-H
    /RgHeiseiMG-W4-90ms-RKSJ-H
    /RgHeiseiM-W3-90ms-RKSJ-H
    /RgHeiseiM-W9-90ms-RKSJ-H
    /RgHMinA-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgHMincho-Bd-90ms-RKSJ-H
    /RgHMincho-Lt-90ms-RKSJ-H
    /RgHMincho-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgHMincho-XB-90ms-RKSJ-H
    /RgHMinKok-Lt-90ms-RKSJ-H
    /RgHMinKok-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgHMinSink-Lt-90ms-RKSJ-H
    /RgHMinSink-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgHMinSKok-Lt-90ms-RKSJ-H
    /RgHMinSKok-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgKantei-UB-90ms-RKSJ-H
    /RgKazariKei1-83pv-RKSJ-H
    /RgKazariKei2-83pv-RKSJ-H
    /RgKazariKei3-83pv-RKSJ-H
    /RgKazariKei4-83pv-RKSJ-H
    /RgKazariKei5-83pv-RKSJ-H
    /RgKointai-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgKyoKasho-Bd-90ms-RKSJ-H
    /RgKyoKasho-Lt-90ms-RKSJ-H
    /RgKyoKasho-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgNOW-GB-90ms-RKSJ-H
    /RgNOW-GE-90ms-RKSJ-H
    /RgNOW-GM-90ms-RKSJ-H
    /RgNOW-GU-90ms-RKSJ-H
    /RgNOW-MB-90ms-RKSJ-H
    /RgNOW-MM-90ms-RKSJ-H
    /RgNOW-MU-90ms-RKSJ-H
    /RgPBrush-UB-83pv-RKSJ-H
    /RgPFine-MB-83pv-RKSJ-H
    /RgPFine-ME-83pv-RKSJ-H
    /RgPGothicA-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPGothic-Bd-83pv-RKSJ-H
    /RgPGothic-Lt-83pv-RKSJ-H
    /RgPGothic-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPGothic-XB-83pv-RKSJ-H
    /RgPGSanSrf-Bd-83pv-RKSJ-H
    /RgPGSanSrf-UB-83pv-RKSJ-H
    /RgPHagoromo-Bd-83pv-RKSJ-H
    /RgPHagoromo-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPHeiseiKG-W5-83pv-RKSJ-H
    /RgPHeiseiKG-W9-83pv-RKSJ-H
    /RgPHeiseiMG-W4-83pv-RKSJ-H
    /RgPHeiseiM-W3-83pv-RKSJ-H
    /RgPHeiseiM-W9-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMinA-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMincho-Bd-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMincho-Lt-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMincho-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMincho-XB-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMinKok-Lt-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMinKok-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMinSink-Lt-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMinSink-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMinSKok-Lt-83pv-RKSJ-H
    /RgPHMinSKok-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPKantei-UB-83pv-RKSJ-H
    /RgPKointai-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPKyoKasho-Bd-83pv-RKSJ-H
    /RgPKyoKasho-Lt-83pv-RKSJ-H
    /RgPKyoKasho-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPNOW-GB-83pv-RKSJ-H
    /RgPNOW-GE-83pv-RKSJ-H
    /RgPNOW-GM-83pv-RKSJ-H
    /RgPNOW-GU-83pv-RKSJ-H
    /RgPNOW-MB-83pv-RKSJ-H
    /RgPNOW-MM-83pv-RKSJ-H
    /RgPNOW-MU-83pv-RKSJ-H
    /RgPReisho-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPSan-Bd-83pv-RKSJ-H
    /RgPSan-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPSan-XB-83pv-RKSJ-H
    /RgPShino-Bd-83pv-RKSJ-H
    /RgPShino-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPShokeiGS-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPSirius-Bd-83pv-RKSJ-H
    /RgPSirius-Lt-83pv-RKSJ-H
    /RgPSirius-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPSirius-XB-83pv-RKSJ-H
    /RgPSKaisho-Lt-83pv-RKSJ-H
    /RgPSKaisho-Md-83pv-RKSJ-H
    /RgPSKaisho-XB-83pv-RKSJ-H
    /RgPWoody-GM-83pv-RKSJ-H
    /RgReisho-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgSan-Bd-90ms-RKSJ-H
    /RgSan-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgSan-XB-90ms-RKSJ-H
    /RgShino-Bd-90ms-RKSJ-H
    /RgShino-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgShokeiGS-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgSirius-Bd-90ms-RKSJ-H
    /RgSirius-Lt-90ms-RKSJ-H
    /RgSirius-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgSirius-XB-90ms-RKSJ-H
    /RgSKaisho-Lt-90ms-RKSJ-H
    /RgSKaisho-Md-90ms-RKSJ-H
    /RgSKaisho-XB-90ms-RKSJ-H
    /RgWoody-GM-90ms-RKSJ-H
    /Ribbon131BT-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /RyuminPro-Bold
    /RyuminPro-Heavy
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /RyuminPro-Ultra
    /ScriptMTBold
    /SegoeUI
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-SemiBold
    /SegoeUISymbol
    /SHCRYSTALTOUCH
    /SHDIATOUCH
    /ShinGoPr5-Bold
    /ShinGoPr5-DeBold
    /ShinGoPr5-ExLight
    /ShinGoPr5-Heavy
    /ShinGoPr5-Light
    /ShinGoPr5-Medium
    /ShinGoPr5-Regular
    /ShinGoPr5-Ultra
    /ShinGoPro-Bold
    /ShinGoPro-DeBold
    /ShinGoPro-ExLight
    /ShinGoPro-Heavy
    /ShinGoPro-Light
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
    /ShinGoPro-Ultra
    /ShinseiKaiPro-CBSK1
    /SHKAKUPOPW7
    /SHKOEDATOUCH
    /SHMARUPOPW7
    /ShotgunBT-Regular
    /ShowcardGothic-Reg
    /SHPRINCESSTOUCH
    /SHRIBBONTOUCH
    /SHROBOTTOUCH
    /Shruti
    /Shruti-Bold
    /SHSLIMTOUCH
    /SHTSUKUSHITOUCH
    /SimHei
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SingeitaiEGP-Ultra-SJIS
    /SingeitaiEG-Ultra-SJIS
    /SinkaiEG-Heavy-SJIS
    /SinkaiEGP-Heavy-SJIS
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackNo2
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Swiss911BT-Compressed
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss911BT-UltraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TangoBT-Regular
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TKozMinPro-Regular
    /TradeGothicLTStd
    /TradeGothicLTStd-Bd2
    /TradeGothicLTStd-Bd2Obl
    /TradeGothicLTStd-BdCn20
    /TradeGothicLTStd-BdCn20Obl
    /TradeGothicLTStd-Bold
    /TradeGothicLTStd-BoldExt
    /TradeGothicLTStd-BoldObl
    /TradeGothicLTStd-Cn18
    /TradeGothicLTStd-Cn18Obl
    /TradeGothicLTStd-Extended
    /TradeGothicLTStd-Light
    /TradeGothicLTStd-LightObl
    /TradeGothicLTStd-Obl
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga
    /Tunga-Bold
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Univers
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /UniversCondensedW1Bold
    /UniversCondensedW1BoldItalic
    /UniversCondensedW1Medium
    /UniversCondensedW1MediumItalic
    /UniversityRomanBT-Bold
    /UniversityRomanBT-Regular
    /UniversLTStd
    /UniversLTStd-Black
    /UniversLTStd-BlackEx
    /UniversLTStd-BlackExObl
    /UniversLTStd-BlackObl
    /UniversLTStd-Bold
    /UniversLTStd-BoldCn
    /UniversLTStd-BoldCnObl
    /UniversLTStd-BoldEx
    /UniversLTStd-BoldExObl
    /UniversLTStd-BoldObl
    /UniversLTStd-Cn
    /UniversLTStd-CnObl
    /UniversLTStd-Ex
    /UniversLTStd-ExObl
    /UniversLTStd-Light
    /UniversLTStd-LightCn
    /UniversLTStd-LightCnObl
    /UniversLTStd-LightObl
    /UniversLTStd-LightUltraCn
    /UniversLTStd-Obl
    /UniversLTStd-ThinUltraCn
    /UniversLTStd-UltraCn
    /UniversLTStd-XBlack
    /UniversLTStd-XBlackEx
    /UniversLTStd-XBlackExObl
    /UniversLTStd-XBlackObl
    /Univers-Oblique
    /UniversW1Bold
    /UniversW1BoldItalic
    /UniversW1Medium
    /UniversW1MediumItalic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Vrinda-Bold
    /Webdings
    /WeiBeiCS
    /WickendenCafeNDPBoldItalic
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /XingShuCS
    /XiSongCS
    /XiSongCT
    /YaoTiCS
    /YentiEG-Medium-SJIS
    /YentiEGP-Medium-SJIS
    /YuanheiCS
    /ZhongSongCS
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b514330683059308b30bb30c330c80020003a30d730ea30f330c830d130c330af7528003300350030002d004300530035005d0020005b002730d730ea30f330c830d130c330af0050004400467528002d00330035003000270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005000720065007300730020005100750061006c006900740079002800330036003057277e2e00290028590966f46e08307f002900270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005000720065007300730020005100750061006c006900740079002800330036003057277e2e00290028590966f46e08307f002900270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005000720065007300730020005100750061006c006900740079002800330036003057277e2e00290028590966f46e08307f002900270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005000720065007300730020005100750061006c006900740079002800330036003057277e2e00290028590966f46e08307f002900270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005000720065007300730020005100750061006c006900740079002800330036003057277e2e00290028590966f46e08307f002900270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005000720065007300730020005100750061006c006900740079002800330036003057277e2e002900270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


